
長野県柔道連盟歴代役員 （有段者会Ｔ12～Ｓ23年を含む）
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期 間 会 長 副会長

理事長
(事務局長)

T12年 ～S15年 9月 針塚長太郎 広岡 勇司 依田 誠 S60年 1月～S61年12月 南島 清久 柄沢 光雄 塚田 和男
岩崎喜三郎 宮原 三治

S15年10月～S22年 9月 小坂 武雄 和田 芳郎 善積 一 三沢 政近
丸山 恒人 篠原 博義

S22年10月～S28年11月 大塚富之輔 西川幸次郎 善積 一 S62年 1月～S63年12月 南島 清久 柄沢 光雄 塚田 和男
荻原 正巳 宮原 三治

S28年12月～S29年 3月 新井銀右エ 西川幸次郎 善積 一 三沢 政近
荻原 正巳 篠原 博義

S29年 4月～S31年 3月 松岡文七郎 西川幸次郎 林 降男 H元年 1月～H４年 3月 井出 友則 滝沢 汎 宮原 三治
荻原 正巳 原 幸宜

S31年 4月～S33年 6月 小坂善太郎 西川幸次郎 善積 一 森島 久利
荻原 正巳 上松 正己

S33年 7月～S35年 3月 林 降男 南島 清久 大野 太郎 H４年 4月～H６年 3月 井出 友則 清水 浩 宮原 三治
善積 一 原 幸宜
横関 辰雄 岡本栄八郎
今井 夏夫 森島 久利
西川幸次郎 山田 耕司

S35年 4月～S36年 3月 丸山 怪人 南島 清久 大野 太郎 嶋岡 一蔵
善積 一 H６年 4月～H８年 3月 岡本栄八郎 金子 保利 笹井 計知
横関 辰雄 儀藤 健治
今井 夏夫 清水 浩
西川幸次郎 石田 和増

S36年 4月～S36年 6月 小坂 武雄 南島 清久 宮島 龍治 岩井 信人
善積 一 北沢 生吉 小宮山 修
横関 辰雄 H８年 4月～H10年 3月 岡本栄八郎 金子 保利 笹井 計知
今井 夏夫 儀藤 健治
西川幸次郎 清水 浩

S36年 7月～S38年 3月 依田 誠 (不祥) (不祥) 石田 和増
S38年 4月～S39年 3月 西川幸次郎 善積 一 三村 成美 小笠原良孝

小林 英雄 斎藤 金司
佐藤 新太 H10年 4月～H12年 3月 岡本栄八郎 笹井 計知 塚田 修三
南島 清久 竹鼻 要

S39年 4月～S41年 3月 善積 一 宮島 龍治 北沢 生吉 渡辺 展猛
佐藤 新太 大森 素久
深沢 勇市 三潭 四郎
篠原 孝義 藤森 弘

S41年 4月～S43年 3月 南島 清久 宮島 龍治 矢島今朝英 H12年 4月～H14年 3月 笹井 計知 大森 素久 塚田 修三
佐藤 新太 渡辺 展猛
深沢 勇市 竹鼻 要
赤沼 文雄 春原 和昭

S43年 4月～S45年12月 佐藤 新太 宮島 龍治 山寺 豊一 山崎 邦雄
横関 辰雄 (中体連)

深沢 勇市 宮島 重昭
赤沼 文雄 (高体連)

S46年 1月～S47年12月 大野 太郎 宮島 龍治 竹内 敬業 H14年 4月～H16年 3月 笹井 計知 大森 素久 塚田 修三
山寺 豊一 渡辺 展猛
深沢 勇市 竹鼻 要
赤沼 文雄 春原 和昭

S48年 1月～S49年12月 宮島 龍治 小林 元二 北沢 生吉 竹内 聰
山寺 豊一 (中体連)

阿部 四郎 宮島 重昭
赤沼 文雄 (高体連)

S50年 1月～S51年12月 南島 清久 北沢 生吉 篠原 博義 H16年 4月～H18年 3月 笹井 計知 小口 久人 木内 義雄
井出 友則 米山 廣
小林 英雄 小池 権衛
赤沼 文雄 塚田 修三

S52年 1月～S53年12月 井出 友則 中山 芳雄 小山 富一 大森 素久
平川 正好 (会長指名)

三村 成美 H18年 4月～H22年 3月 竹鼻 要 小口 久人 木内 義雄
篠原 博義 村山 良治

S54年 1月～S55年12月 三村 成美 中山 芳雄 三沢 政近 小池 権衛
船渡吉佐エ 塚田 修三
三原 武夫
篠原 博義

S56年 1月～S57年12月 宮島 龍治 北沢 生吉 塚田 和男
滝沢 汎
竹内 敬業
篠原 博義

S58年 1月～S59年12月 南島 清久 柄沢 光雄 塚田 和男
小林 俊男
浅輪 満
篠原 博義


