
名誉会長 長谷川大恭

顧問 稲木　　博

相談役(6名) 滝波　宏文 村田　嘉孝 鷹尾　紹兼 安村　直継 山本　元治 西　　輝昭

参与(31名) 乾　　隆俊 光成　幸麿 小木　一良 長谷　康彦 門前　守彦 辻　　重親 松宮　次朗 石川　　修

広部　正紘 岡　　武彦 木戸　俊昭 大塚　和治 北　一麻呂 川口　英男 森　　清見 吉村　信輝

小野山友二 松井幸之助 小泉　　功 正木　重雄 乾　　章俊 田村　三治 佐々木光晴 永平　清治

牧野　正彦 長谷　俊満 五十嵐三郎 乾　　博美 立平幸太郎 石橋　良一 末次　浩幸

会長 八本木通秋

副会長(7名) 大柿　　実 水野　勝夫 金本　正夫 宮下　健一 宮下　治由 朝倉　乗恵 柳原潤一郎

理事長 川口　　稔

副理事長(3名) ＊室田徳三郎 ＊瀧波龍一郎 ＊三上寛司

理事(29名) 上田　雅明 横山　悦子 幾田　　等 松田　春幸 佐々木繁樹 黒川　康信 山形　　晃 松見　英生

常任理事 岸野　昌司 砂子　三郎 大下　実也 二ッ谷直邦 田中　哲夫 曽村　定俊 森山　博史 脇谷　観良

　会長指名＊ 冨澤　和英 柴田　良太 前田　　学 佐々木西盛 山本　幸雄 ＊榮　修一 ＊深草賢夫 ＊熊木克英

＊野尻康行 ＊瀧波英一郎 ＊鷹尾浄子 ＊松田香奈恵 ＊近藤拓也

評議員(34名) 帰山　秀幸 原田　夏樹 定森　俊典 佐々木良巳 大玉　喜一 久保　敏男 高島　勝雄 長田　康秀

寺澤　敏和 中村　幹夫 山本　治明 天谷　邦隆 藤田　善平 石田　茂樹 勇村　英幸 平尾　金三

田中　慎一 松田　宗久 山崎　正美 藤澤孝一郎 新谷　望恵 金本　良克 大柿　　直 石川　賀敬

長谷川大地 竹内　達彦 佐々木　剛 中村　一浩 齊藤　修也 飛田　善寛 西尾　幸博 斉藤　和利

山中　利美 野川　浩毅

監事(3名) 倉野八十夫 渡辺　俊範 内田　達男

幹事(58名) 藤本　和也 日比野信彦 竹内　英雄 小林　正通 熊木　浩之 河中　章栄 下村　竜也 山本　道次

遊津　幸作 山名　　聡 山東　光邦 福本　敏巳 中山　洋司 矢部　隆博 伊藤　秀樹 高島　　学

山口　哲央 宗石　忠宏 松木　一樹 正木　教英 熊谷　竜也 山口　慎一 西野　昌美 吉川　直隆

三上　洋祐 八木　浩和 辻野　祐紀 石本　錠司 井上　徹治 進　　孝男 後藤　　剛 坂口　明男

大平　　徹 巻下　広史 飯田　蝶子 小嶋　秀智 窪田　篤志 堀　　充宏 松田　壮市 寺澤　佳宏

野坂　侑矢 森安　雅益 大道　和恵 中川　直人 森蔭　寛治 土山　貴寛 関　　竜也 岩尾　邦宏

山﨑　秀信 金本　卓也 近藤　愛美 小川原幸代 森嶋　正樹 河村　直樹 清水　範男 西村　久毅

薮　真由記 林　　譲治

団体代表(12名) 水野　勝夫 金本　正夫 黒川　康信 宮下　健一 藤田　善平 砂子　三郎 山崎　正美 朝倉　乗恵

柳原潤一郎 沖田　浩樹 吉田　敏貢 宮下　治由
全柔連代表者会議 （１名） 八本木通秋 武道振興協会 （２名） 八本木通秋 冨澤　和英

全国少年団理事 （１名） 山本　幸雄 武道運営委員 （１名） 川口　　稔

北信越理事 （１名） 八本木通秋 全国少柔協委員 （１名） 山本　幸雄

北信越評議員 （２名） 冨澤　和英 スポーツ祭実行委員 （１名） 近藤　拓也

北信越審議員 （２名） 長谷川大恭 八本木通秋 県スポ協評議員 （１名） 川口　　稔

事務局 事務局長 佐々木繁樹 上田　雅明 松田香奈恵

(部会名)

専門部会 総務部 清水　範男 瀧波英一郎 大玉　喜一 石川　賀敬 鷹尾　浄子

経理部 松田　春幸 大玉　喜一 黒川　康信 近藤　拓也

審判部 深草　賢夫 柴田　良太 坂口　明男 金本　卓也 松田香奈恵

西村　久毅 深草　賢夫 金本　良克 大柿　　直 齊藤　修也

近藤　拓也 脇谷　観良

少年部 長田　康秀 野川　浩毅 山口　慎一 山本　治明 鷹尾　浄子

審議部 黒川　康信 辻野　祐紀 近藤　拓也 佐々木 剛

特別審議部

教育普及・MIND 石川　賀敬 野尻　康行 長谷川大地 長田　康秀 佐々木 剛

事故総合対策 榮　　修一 三上　寛司 二ッ谷直邦 森山　博史 横山　悦子

三上　寛司 瀧波龍一郎 川口　　稔 室田徳三郎 佐々木繁樹

(アドバイザー) 榮　　修一

森山　博史

室田徳三郎

部　　員

冨澤　和英

瀧波龍一郎

専門委員会

松見　英生

川口　　稔

法規検討 上田　雅明

佐々木西盛

強化部

山本　幸雄

熊木　克英

　　　 長谷川大恭・八本木通秋

　　    令 和 ２・３ 年 度 福 井 県 柔 道 連 盟 役 員 名 簿   　(順不同)

 川口　　稔（兼 幹事）

(部　長)


