郡市野球協会・事務局
協会名

H27.4.8現在
担当者

住所

〒

携帯

FAX

MAIL

1 盛岡市野球協会

堀田 佳夫

020-0844 盛岡市湯沢東2-2-1

070-5320-8903

019-638-5693

raccopapa@gmail.com

2 岩手南野球協会

山口芳光

080-6034-4390

019-687-6151

eiyou@mairin.jp

3 紫波郡野球協会

川口 政志

020-0642 滝沢市中村57-6
028-3313 紫波郡紫波町星山字間野村93-16

090-6457-6742

019-676-2622

阿部洋(hiroshi_abe_iwate@yahoo.co.jp)

4 花巻市野球協会

藤原 正己

090-3122-2487

0198-48-3806

seiki1571@city.hanamaki.iwate.jp

5 北上市野球協会

菅原 和彦

028-3203 花巻市大迫町大迫6-20
024-0042 北上市黒岩18-63

090-3127-5849

0197-65-0769

fuunas@yahoo.co.jp

6 遠野市野球協会

菊池 錠二

090-1491-0876

0198-62-1599

tonobba2012@gmail.com

7 水沢区野球協会

及川 菊雄

028-0541 遠野市松崎町白岩字薬研淵4-1 遠野健康福祉の里内
023-0833 奥州市水沢区上姉体2-2-3

0197-26-4158

0197-26-4158

kaasy-5@rd6.so-net.ne.jp

8 江刺区野球協会

佐藤 章浩

0197-35-2366

佐藤 孝一

023-1118 奥州市江刺区栄町18-10
021-0821 一関市三関字仲田4-2

090-4048-6778

9 一関野球協会

菅原 勉

029-4208 奥州市前沢区字七日町裏104前沢ふれあいセンター内

090-8423-2833

10 胆沢地区野球協会

090-4886-9250

11 西磐井野球協会

佐々木 俊郎 029-3207

一関市花泉町油島字大石沢63

12 大船渡市野球協会

栗村 幸雄

大船渡市猪川町前田10-5

022-0004

0197-56-7342

tsutomu@furesen.com

090-4639-6015

0191-82-2210

sasatoshi-okome@mild.ocn.ne.jp

0192-27-3841

0192-27-3841

東海新報 佐藤(taku@tohkaishimpo.co.jp)

13 陸前高田市野球協会 山本 郁夫

029-2292 陸前高田市高田町字鳴石42-5

0192-54-2111

0192-54-3888

rt0532@city.rikuzentakata.iwate.jp

14 東磐井野球協会

藤森 泰春

029-0711 一関市大東町大原字立町57

090-7079-9711

0191-72-3663

f98yasu@deluxe.ocn.ne.jp

15 気仙郡野球協会

泉田 将来

029-2311 気仙郡住田町世田米字川向96-1 住田町役場内

080-1676-7537

0192-46-3868

m-izumita@town.sumita.iwate.jp

16 釜石市野球協会

菊池 英樹

026-0034 釜石市中妻町3-1 昭和園クラブハウス 釜石体育協会内 090-9539-6683

0193-23-1061

hideki57@tuba.ocn.ne.jp

17 宮古市野球協会

中崎 則男

18 上閉伊野球協会

古舘 一義

19 下閉伊南野球協会

芳賀 善一

027-0096

陸前高田市役所内

伊藤伸(toprice22@yahoo.co.jp)
小野寺徳吉 (tokusetukei@h5.dion.ne.jp)

宮古市崎鍬ケ崎9-21-18

028-1131 上閉伊郡大槌町大槌5-66-1

0193-63-6393
大槌第二仮設住宅3-6

090-5358-4789

22 二戸市野球協会

028-1392 下閉伊郡山田町八幡町3-20山田町役場生涯学習課国体準備室内 090-4041-3167
浦場 二三男 027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉字和川原14-4
090-2840-4835
米沢 喜三
028-0041 久慈市長内町17-52-3
090-2603-6530
三浦 貢
028-6892 二戸市浄法寺町下前田37-4 浄法寺総合支所内
090-3120-8756

23 二戸郡野球協会

浅水 渉

24 九戸郡野球協会
25 岩手北野球協会

20 下閉伊北野球協会
21 久慈市野球協会

岩手県野球協会 事務局

2 中央ブロック

0193-82-0030

hagazen-ek@town.yamada.iwate.jp

0194-22-4273

f.uraba@town.iwaizumi.iwate.jp

0194-52-2127

k-yonezawa@city.kuji.iwate.jp

0195-38-2161

mt-miura@city.ninohe.iwate.jp
wasamizu@vill.kunohe.iwate.jp

090-3640-3295

0195-42-3120

高橋 勝利

090-1935-8086

0194-65-4334

下天广 浩

028-5403 岩手郡葛巻町江刈5-53-1

090-4942-0838

菊池 徳男

024-0082 岩手県北上市町分18地割125番地
025-0004 岩手県花巻市葛第3地割183番地1

090-1491-6688

0197-61-5013

0198-29-4733

0198-29-4447

ブロック長 ブロック事務局(連絡先は上記住所等)
ブロック事務局長
二戸市野球協会
松田 光則
三浦貢
盛岡市野球協会
小原 正弘
堀田佳夫

3 県央ブロック

八重樫 五兵衛

花巻市野球協会

藤原正己

4 胆江ブロック

菅原 紀津男

水沢区野球協会

及川菊雄

5 磐井ブロック

佐々木俊郎

小山 冨夫

西磐井野球協会

6 沿岸南ブロック

吉田 勝

大船渡市野球協会

栗村幸雄

7 沿岸中ブロック

奥村 忠雄

釜石市野球協会

菊池英樹

8 沿岸北ブロック

板橋 和義

九戸郡野球協会

高橋勝利

宇都宮和秀 (kaz23@m01.fitcall.net)
o.b.b.a.f.kazuyoshi@ivory.plala.or.jp

028-6502 九戸郡九戸村伊保内10-11-6 九戸村役場内
028-7995 洋野町種市23-27 洋野町役場内

花巻市交流会館
1 県北ブロック

0193-63-6393

takahashi291@town.hirono.iwate.jp
stmhrs19@yahoo.co.jp
nkmochi@khh.biglobe.ne.jp

