
顧問 岡本榮八郎 笹井計知 清水　 浩　 竹鼻　 要 儀藤健治 渡辺展猛　 内山　清
小林昭平 塚田和男 塚田修三 栗林隆治 磯部栄二 西條春雄 森　寛夫
尾﨑　徹 藤田佳弘 大島春彦

名誉会長 村山良治
会　 長 木内義雄
副会長（4） 宮原一治 （北信） 岩下富夫 （東信） 津金武寿 （中信） 宮坂健一 （南信）
理事長（1） 久保山正秋
事務局長（1） 勝見藤一
理事（26） 涌井雅幸 （北信） 大塚紀明 （東信） 松村直行 （中信） 武井弘美 （南信）

井出英孝 （審議） 石田　修 （審議） 中澤俊明 （審判） 中山三雄 （男強）
手塚明日香 （女強） 中山重光 （競技） 内山貴之 （普及） 大平勇一 （登録）
藤井　誠 （編集） 菊地宗昭 （形振） 松永大吾 （安指） 遠藤一彦 （情管）
中島行則 （中体） 和田　久 （高体） 上原英樹 （警察） 松林正喜 （刑務）
髙田　保 （実業） 保尊伸昭 （柔整） 小林淑希 （北評） 内山富之 （会指）
伊坂倉一 （会指） 塩入文雄 （会指）

評議員（19） 滝澤啓郎 （北信） 寺内　亨 （北信） 涌井俊幸 （北信） 石坂秀司 （東信）
笠井洋二 （東信） 丸尾　泉 （東信） 猪又正雄 （中信） 三澤賢二 （中信）
羽重暁雄 （中信） 小口久人 （南信） 佐久信雄 （南信） 藤森佐一 （南信）
安田忠久 （中体） 土屋智子 （高体） 倉石宣彦 （警察） 草間剛太郎 （刑務）
神農来栄 （実業） 田中健一 （柔整） 杠　　俊介 （学柔）

監事（4） 三田正三 （北信） 青木直人 （東信） 金田忠雄 （中信） 矢崎宏明 （南信）
事務局次長（4） 平林友一 依田正三 丸尾　泉 北村和幸
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ担当 遠藤一彦

【専門部】 ◎部長 ○副部長
審議部 ◎井出英孝 ○石田　修

木内義雄 （会長） 久保山正秋 （理事長） 宮原一治 （北信） 岩下富夫 （東信）
（14） 津金武寿 （中信） 宮坂健一 （南信） 長谷部光一 （北信） 生島常吉 （東信）

米山　廣 （中信） 大森素久 （南信） 菊池宗昭 （警察） 内山富之 （柔整）
審判部 ◎中澤俊明 ○黒河内武

（6） 小林　修 （北信） 勝見藤一 （東信） 広瀬喜広 （中信） 小澤正幸 （南信）
男子強化部 ◎中山三雄 ○手塚裕司

（6） 岩下貴士 津金武寿 中島行則 丸山将太
女子強化部 ◎手塚明日香 ○土屋智子

（6） 太田　泉 安田忠久 山下貴丈 原　和男
普及部 ◎内山貴之 ○村山洸介

（6） 宮川俊幸 上原隆之 斉藤公志郎 原　和男
競技部 ◎中山重光 ○錦織勝雄

（6） 池田武博 青木和仁 青木弘泰 塩沢　誉
登録部 ◎大平勇一 ○山﨑健悟

（6） 山﨑健悟 土屋　歩 高原祐樹 白子吉徳
堀川政之

編集部 ◎藤井　誠 ○有賀真由美
（6） 中澤　聡 出田吉徳 斉藤公志郎 小口隆秀

形振興部 ◎菊池宗昭 ○大森千草
（6） 徳武宗昭 内山貴之 下島正信 武井弘美

安全指導部 ◎松永大吾 ○尾崎猛智
（6） 藤田卓也 宮沢友則 村山洸介 長岡　聡

中島行則 （中体） 百瀬　渡 （高体）
情報管理部 ◎遠藤一彦 ○佐久浩信

（6） 坂下幸二 土屋　歩 松葉健児 宮下倫幸
昇段事務担当 ◎依田正三

（5） 江村春彦 柳沢郁之 草間剛太郎 大森千草
講道館 講道館段位推薦委託団体委員 木内義雄
全日本柔道連盟 評議員 木内義雄 代議員 岩下富夫

審判委員 木内義雄 （選考審査部員） ｱｽﾘｰﾄ委員 大森千草
北信越柔道連盟 副会長 木内義雄 評議員 小林淑希 評議員 久保山正秋 （幹事）

審議員 木内義雄 審議員 井出英孝
監事 平林友一

内山貴之
岩下貴士
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北 信 越 競 技 者 育 成 委 員


