
平成28-29年度専門委員会委員

委員長 和歌浦　信雄 新潟

副委員長 丹崎　健一 東京

川島　　登 福島 白水　厚二 大分 金子　知行 高体連 運上　琢諭 北海道

北　　正三 埼玉 森田　賢二 兵庫

部会長 川島　　登 福島

井上　光子 千葉 白水　厚二 大分 林　　昭文 中体連 和歌浦　信雄 新潟

北　　正三 埼玉

部会長 北　　正三 埼玉

委員 天野　晴夫 三重 君塚　亮一 神奈川 増山　良夫 東京

委員長 林田　正信 熊本

副委員長 上山　親子 大阪

川西　　斎 奈良 木原　晴彦 広島 柳下　秋久 東京 山下　晴海 埼玉

今井　史郎 東京 小田　宗雄 熊本 北　　正三 埼玉 木下　道夫 東京

君塚　亮一 神奈川 田村　忠士 広島 笛岡　宣明 愛知 牧　　壮一 愛知

森　　純 宮城 渡辺 はるみ 北海道

委員長 柳下　秋久 東京

副委員長 安藤　正美 香川

石川　雅利 千葉 井上　光子 千葉 篠邉　　保 愛知 佐藤　健司 東京

山下　晴海 埼玉 今井　史郎 東京 長岡　敏久 埼玉

部会長 長岡　敏久 埼玉

井上　光子 千葉 佐藤　健司 東京 山下　晴海 埼玉 石坂　欣也 東京

井上　まゆ美 東京 小笠原　浩二 東京 小俣　三男 埼玉 織原　真由美 東京

木谷　順三 千葉 木所　一典 栃木 木村　眞敏 埼玉 高川　恵美子 東京

高橋　道子 埼玉 中野　吉広 東京 成島　厚子 東京 藤原　芳子 東京

増山　良夫 東京 山口　眞護 東京

部会長 今井　史郎 東京

篠邉　　保 愛知 安達　和紀 鳥取 大中　和彦 神奈川 岡村　勝幸 山梨

木下　道夫 東京 吉田　　茂 福島

委員長 北本　英幸 石川

副委員長 小野寺　剛 東京

安藤　正美 香川 篠邉　　保 愛知 井田　博史 東京 神崎　公宏 三重

斉藤　広宣 千葉 高川　経生 東京 田中　　弘 東京 中堀　成生 広島

川村　達郎 山口

委員長 篠邉　　保 愛知

副委員長 井田　博史 東京

北本　英幸 石川 浅川　陽介 東京 安達　和紀 鳥取 小野寺　剛 東京

小峯　秋二 富山 髙井　志保 大阪 玉井　俊充 和歌山 百町　善明 京都
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委員長 石川　雅利 千葉

副委員長 白水　厚二 大分

井上　光子 千葉 上山　親子 大阪 川西　　斎 奈良 林　　昭文 中体連

落合　　護 高体連 普天間 富士子 沖縄

部会長 金岡　昭房 宮城

宇野　一行 愛媛 小野　道康 新潟 川並　久美子 和歌山 國枝　俊子 岐阜

小西　俊博 香川 芝地　康幸 兵庫 中村　正広 福岡 畠山　洋二 広島

廣島　義清 北海道 松口　康彦 神奈川

部会長 川西　　斎 奈良

佐藤　健司 東京 白水　厚二 大分 鍵　　茂 宮城 時任　宥幸 東京

保倉　謙治 埼玉 山村　嘉一 千葉 横野　久美子 愛知

委員長 丹崎　健一 東京

副委員長 木原　晴彦 広島

赤須　由佳 三重 安達　和紀 鳥取 蒲原　英敏 広島 古賀　俊彦 京都

関川　丈彦 新潟 玉木　　進 東京 角田　光央 東京 福﨑　穰司 広島

松井　愛美 神奈川 山口　正紀 広島

委員長 山下　晴海 埼玉

副委員長 安藤　正美 香川

石川　雅利 千葉 井上　光子 千葉 柳下　秋久 東京 大野　勝敏 埼玉

玉木　　進 東京 中山　俊介 東京 萩原　廣一 神奈川

部会長 井上　光子 千葉

石川　雅利 千葉 佐藤　健司 東京 山下　晴海 埼玉 赤井　宏司 東京

近藤　貴予 東京 鈴木　　学 埼玉

委員長 山本　裕二 愛知

副委員長 石川　雅利 千葉

委員 川上　晃司 兵庫 工藤　敏己 宮城 永井　博典 東京 藤島　淑子 東京

部会長 永井　博典 東京

川野　　因 神奈川 出家　正隆 愛知 藤島　淑子 東京 見附　祥子 広島

守重　昌彦 兵庫 山田　　隆 東京

部会長 藤島　淑子 東京

丹崎　健一 東京 井田　博史 東京 上遠野　久美 福島 玉木　　進 東京

見附　祥子 広島 永井　博典 東京

部会長 川上　晃司 兵庫

委員 高嶋　直美 東京 永野　康治 東京 見附　祥子 広島 吉川　友己奈 京都

部会長 工藤　敏巳 宮城

井田　博史 東京 緒方　貴浩 東京 楠堀　誠司 広島 永野　康治 東京

福原　和伸 神奈川 水野　哲也 千葉 村山　孝之 石川 山本　裕二 愛知

医科学委員会

医学部会
委員

アンチ・ドーピング部会
委員

トレーナー部会

スポーツ科学部会
委員

国際委員会

委員

広報委員会

委員

機関誌編集部会
委員

小学生部会
委員

シニア部会
委員

生涯スポーツ委員会

委員



《特別委員会》

委員長 安道　光二 京都

副委員長 野際　照章 京都

笠井　達夫 神奈川 小原　信幸 岡山 本田　茂雄 宮城 井上　光子 千葉

林　　昭文 中体連 柳下　秋久 東京 金子　知行 高体連 和歌浦　信雄 新潟

委員長 小原　信幸 岡山

副委員長 野際　照章 京都

委員 笠井　達夫 神奈川 本田　茂雄 宮城 柳下　秋久 東京 和歌浦　信雄 新潟

委員長 野際　照章 京都

副委員長 山下　晴海 埼玉

北本　英幸 石川 木原　晴彦 広島 篠邉　　保 愛知 白水　厚二 大分

林　　昭文 中体連 林田　正信 熊本 柳下　秋久 東京 金子　知行 高体連

井上　　創 兵庫 小野寺　剛 東京 神崎　公宏 三重 宮﨑　正己 日本学連

部会長 北本　英幸 石川

安達　和紀 鳥取 池田　征弘 京都 小峯　秋二 富山 斉藤　広宣 千葉

髙井　志保 大阪 田中　　弘 東京 中津川　澄男 宮城 橋本　康徳 京都

部会長 篠邉　　保 愛知

北本　英幸 石川 浅川　陽介 東京 小野寺　剛 東京 斉藤　広宣 千葉

髙井　志保 大阪 高橋　　茂 東京 田中　　弘 東京 松口　康彦 神奈川

部会長 井上　　創 兵庫

天野　晴夫 三重 岩下　敏和 熊本 越智  克昌 愛媛 千葉　英明 宮城

手嶋　信彦 広島 増田　大吾 神奈川 溝渕　俊二 和歌山 山田　浩一 石川

委員長 野際　照章 京都

副委員長 柳下　秋久 東京

委員 木原　晴彦 広島 佐藤　健司 東京 山下　晴海 埼玉 浅川　陽介 東京

委員長 丹崎　健一 東京

副委員長 古賀　俊彦 京都

委員 佐々木　寿 北海道 玉木　　進 東京

委員長 川島　　登 福島

副委員長 井上　光子 千葉

安藤　正美 香川 木原　晴彦 広島 林　　昭文 中体連 林田　正信 熊本

柳下　秋久 東京 金子　知行 高体連 岡村　勝幸 山梨 金岡　昭房 宮城

林　研一 日本学連

委員長 丹崎　健一 東京

副委員長 佐藤　健司 東京

内田　裕行 東京 岡村　勝幸 山梨 小峯　秋二 富山 玉木　　進 東京

柳澤　昌彦 東京 横山　隆二 東京
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