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SDGｓ ターゲット：3.4「精神保健及び福祉を促進する」 

本市最大のスポーツイベントの一つである郡山シティーマラソン大会の第29回大会実行委員会第2

回総会及び第 30 回大会実行委員会第 1 回総会を開催します。 

 

１ 日 時   令和４年１１月２８日(月) 午後６時 00分 

  

２ 場 所  ヨーク開成山スタジアム 会議室 

 

３ 内 容 ・第 29 回郡山シティーマラソン大会実行委員会第 2 回総会 

（１）第 29回郡山シティーマラソン大会事業報告について 

（２）第 29回郡山シティーマラソン大会収支決算について 

（３）剰余金の処分について 

  

      ・第 30 回郡山シティーマラソン大会実行委員会第 1 回総会 

 （１）実行委員会会則（案）及び実行委員会役員（案）について 

（２）大会開催方針（案）について 

（３）事業計画（案）及び大会要項（案）について 

（４）広告等取扱要綱（案）について 

（５）大会予算（案）について 

 

 

≪郡山シティーマラソン≫   

マラソンを通して健康・体力の維持増進を図るとともに、こどもから高齢者まです

べての人が参加しやすい「誰一人取り残されない」大会運営に努め、生涯スポーツ

社会の更なる推進を図る。また、ニューノーマルな大会開催によりコロナ禍におけ

る市民の運動意欲向上の一助とする。 

〈過去の実績〉                  申込者数 

        第 24 回大会（平成 29 年）  ：  8,676 人 

        第 25 回大会（平成 30 年） ：  8,277 人 

        第 26 回大会（平成 31 年） ：  7,648 人  

        第 27 回大会（令和 2 年）  ： 中止(7,055 人) 

        第 28 回大会（令和 3 年）  ：    中 止 

                第 29 回大会（令和４年）   :    2,985 人 

ターゲット ３．４ 

令和４年１１月２５日 

郡山市文化スポーツ部 

スポーツ振興課 

課長 郡司 兼介 

TEL：024-924-3441 

郡山シティーマラソン大会実行委員会総会 

を開催します 

https://www.city.koriyama.lg.jp/life/6/36/243/


実委役職 氏　　名 ふりがな 役　　職　　名

会長 品川　萬里 しながわ　まさと 郡山市長

副会長 小野　義明 おの　よしあき 郡山市教育委員会教育長

副会長 松村　賢剛 まつむら　けんごう 郡山市陸上競技協会長

副会長 芳見　弘一 よしみ　こういち 福島民報社代表取締役社長

顧問 塩田　義智 しおた　よしとも 郡山市議会議長

顧問 滝田　康雄 たきた　やすお 郡山商工会議所会頭

顧問 松村　賢剛 まつむら　けんごう 郡山市体育協会長

顧問 遠藤　勉 えんどう　つとむ 郡山警察署長

顧問 荒井　宏之 あらい　ひろゆき 郡山北警察署長

顧問 今泉　英次 いまいずみ　ひでつぐ 郡山消防署長

顧問 土屋　繁之 つちや　しげゆき 一般社団法人郡山医師会長

顧問 根間　盛嘉 ねま　もりよし 陸上自衛隊郡山駐屯地司令

顧問 鈴木　孝雄 すずき　たかお 株式会社大東銀行取締役社長

顧問 小室　和人 こむろ　かずひと ネッツトヨタ郡山株式会社代表取締役社長

参与 遠藤　雅司 えんどう　まさし 国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所長

参与 小川　則雄 おがわ　のりお 郡山地区交通安全協会長

参与 齋藤　幸夫 さいとう　ゆきお 郡山北地区交通安全協会長

参与 高橋　幹雄 たかはし　みきお 福島交通株式会社郡山支社長

参与 小野田　弘明 おのだ　ひろあき 公益社団法人福島県トラック協会県中支部長

参与 高橋　良和 たかはし　よしかず 郡山地区ハイヤータクシー協同組合理事長

参与 佐久間　信博 さくま　のぶひろ 公益財団法人郡山コンベンションビューロー事務局長

参与 高萩　孝平 たかはぎ　こうへい 県南陸上競技協会長

参与 鞍田　炎 くらた　ほのお 福島民報社取締役郡山本社代表

参与 関根　英樹 せきね　ひでき 福島民報社取締役事業局長

参与 斉藤　章司 さいとう　しょうじ 郡山市陸上競技協会顧問

参与 橋本　裕樹 はしもと　ひろき 郡山市文化スポーツ部長

常任委員 太田　健二 おおた　けんじ 一般社団法人郡山医師会理事

常任委員 大橋　薫 おおはし　かおる 郡山市交通教育専門員協議会長

常任委員 新田　義永 にった　よしなが 県南陸上競技協会理事長

常任委員 小針　幸雄 こばり　ゆきお 県南高等学校体育連盟会長

常任委員 宗形　俊二 むなかた　しゅんじ 郡山市中学校体育連盟会長

常任委員 伊藤　晃史 いとう　あきひと 郡山市小学校体育連盟会長

常任委員 三本木　正光 さんぼんぎ　まさみつ 郡山市スポーツ推進委員会長

常任委員 及川　誠之 おいかわ　まこと 郡山健康走る会長

常任委員 齋藤　一郎 さいとう　いちろう 郡山市陸上競技協会顧問

常任委員 石川　進一 いしかわ　しんいち 郡山市陸上競技協会副会長

常任委員 佐藤　弘四郎 さとう　こうしろう 郡山市陸上競技協会副会長

常任委員 浦山　文夫 うらやま　ふみお 福島民報社郡山本社統轄本部長

委員 皆川　浩二 みながわ　こうじ 陸上自衛隊郡山駐屯地広報班長

委員 若松　伸司 わかまつ　しんじ 福島県障がい者スポーツ指導者協議会顧問

委員 佐藤　太 さとう　ふとし 郡山市陸上競技協会理事長

委員 渡辺　勉 わたなべ　つとむ 福島民報社事業局企画委員

委員 別府　禎子 べっぷ　しょうこ 郡山看護業務連絡協議会長

委員 渡辺　正樹 わたなべ　まさき 郡山市市民部セーフコミュニティ課長

委員 鈴木　薫 すずき　かおり 郡山市保健福祉部障がい福祉課長

委員 佐久間　敦雄 さくま　のぶお 郡山市総合体育館長

監事 齋藤　広季 さいとう　ひろき 郡山市陸上競技協会監事

監事 宍戸　秀明 ししど　ひであき 郡山市文化スポーツ部次長

郡山シティーマラソン大会実行委員会委員一覧（予定）


