
専門委員会役員名簿（2016年 6 月）― 6月19日改訂―
組織整備委員会 太極拳技能検定委員会 太極拳指導員委員会 ジュニア普及委員会 審判委員会 選手強化委員会 国体準備委員会 医・科学委員会選手強化委員会本体 倫理委員会 アンチ・ドーピング委員会

北
海
道
・
東
北

●委員長 菅野　瑞子（山形）岡野　範子（宮城）高橋　喜子（岩手） 国枝あつ子（秋田）貝森　慶一（青森）
北海道 小平孝夫 小平孝夫 篠原優子 森　豊貴 小寺瑛子 森　豊貴 森　豊貴
青森 奥村吉昭 奥村吉昭 立石孝治 菊地　亮 池田健一 加賀教子 貝森慶一
岩手 立身政信 岩根節子 高橋セイ子 小原のり子 川島潔子 樋口佳奈子 立身政信
宮城 加茂ひろ美 松山恵美 馬渕佐枝子 大沼陽子 磯　陽子 市川祐子 飯澤　理 大沼陽子 飯澤　理
秋田 田村ひとみ 伊多波玲子 池田雅古 中田律子 佐々木祐子 国枝あつ子 朝香美保子
山形 早坂ひで子 志賀恒憲 大泉健一 稲毛　恵 夏井幸子 夏井幸子 大泉健一
福島 遠藤淑子 沼澤祐子 後藤妙子 佐藤尚美 蛭田英明 蛭田英明 蛭田英明

北
関
東

●委員長 高山　守夫（栃木）石野　公子（長野）小山　晶子（群馬）高山　宗久（栃木）吉田　チイ（新潟）高山　宗久（栃木）堀米　秀夫（群馬）堀米　昭義（群馬）上原田紀子（新潟）
栃木 柏戸禮子 高山恵靖子 小林澄子 高山守夫 高山宗久 曽根啓彰
群馬 堀米秀夫 竹田福之 堀米昭義 松本昭子 堀米昭義 小山晶子
新潟 吉田　功 吉田　功 上原田紀子 風間敏之 相波洋子 吉田　功 相波洋子
長野 桜井啓司 小林まさ子 北澤晃也 古越靖祥 北村百合子 （未定） （未定） 土屋雅秀

南
関
東

●委員長 佐々木　浩（埼玉）塚原加代子（茨城）大和久美代子（埼玉） 岩田　崇江（東京） 世古口正治（神奈川）野田　博明（茨城）矢島孝一郎（神奈川）
茨城 野田博明 高嶋ますみ 修　振杰 中西典子 針谷洋一 恩田享位
埼玉 石川佐奈江 相川清香・上田英司 相川清香 渡邉将弘 大滝　信 有居　晃
千葉 有居晃・林秀雄 石村恵利子 述金博子 小原和子・荒谷仁継・林秀雄 小原和子 勝部典子
東京 大塚かづ子 川端智子 大塚かづ子 堀江英紀 谷川　大 武田　久 武田久・谷川大

神奈川 矢島孝一郎 椎名　功 鈴木浩次 鷹取春子 古谷良子 助川敏一 羅　劉星
山梨 相吉丈雄 清水明美 川村時江 長田順子 松本敏江 名田屋誠治 名田屋誠治 渡辺豊美

東
海
・
北
陸

●委員長 大澤　藍未（岐阜）高見　一枝（愛知）岩佐　育代（三重）中村　剛（愛知） 二宮　恒夫（岐阜） 中村　剛（愛知） 中村　剛（愛知） 中村　剛（愛知）
富山 沢井武雄・西野千香子 碓井淳一 塩苅洋子 東山国雄 宮崎敦子 青山玲子 東山国雄 碓井淳一
石川 坂口志津子・清水啓紀 清水啓紀 坂口志津子 中園久美 渡辺博子 清水啓紀
福井 大西義幸・日比靖博 大西義幸 日比靖博 加藤芳郎 市橋弘幸 日比靖博 大西義幸 日比靖博
静岡 志田均・増田洋 増田　洋 藤代　孝 桐山賢信 高橋かよ子 桐山賢信 増田洋・桐山賢信
愛知 岡﨑温・高見一枝 花井由美 坂野真理子 中村　剛
三重 采野武朗・小宮一郎 奥村誠之郎 宮村みほ 尾崎育代 宮村みほ 岩佐育代 岩佐育代・宮村みほ
岐阜 杉山哲・杉山千恵 杉山　哲 河村保男 大澤藍未 高木久美子 髙木久美子 大澤藍未

近
畿

●委員長 谷　甚四郎（奈良）梅本　克己（兵庫）小川　篤子（京都）高浦　猛（大阪） 西村　誠志（大阪）前東　篤子（大阪）竹中　保仁（兵庫）丹井　均（大阪） 前東　篤子（大阪）
滋賀 初田茂・吉田由美子 田中美代子 夏原淑江 大田裕子 吉田由美子 深川裕子 深川裕子 北川はつ江
京都 渡部健一・佐々木晴美 寺沢優吉 飯田順子 岩藤　誠 井上康恵 吉田武史 吉田武史 中本眞智子
大阪 川崎雅雄・中道由美子 木田正宣 佐倉康彦 渡邉俊哉 馬淵俊二 丹井　均 高浦　猛
兵庫 辻本三郎丸・田中康博 酒井令子 吉森忠弘 王　　正 起塚恵子 竹中保仁 王　　正
奈良 津田洋子 飯降牧子 奥西憩子 小谷早苗 永井三千代 津田洋子 津田洋子 南　明秀

和歌山 津毛望・辻順三 前田美智子 寒川雅子 松本尚美 西浴美智子 南出利恵 南出利恵 津毛　望

中
国
・
四
国

●委員長 川島　通正（岡山）増田　泰治（岡山）圖子　幸子（香川）前田慶一郎（鳥取）圖子　幸子（香川）泉　憲佑（香川） 増田　泰治（岡山）増田　泰治（岡山）坂本　公子（広島）
鳥取 前田慶一郎 佐々木節枝 森安小百合 武信順子 前田慶一郎 前田慶一郎
島根 西村　敏 畠中純子 西村典子 畠中良枝 西村典子 勝部竜海 宇佐美奈穂子 公田仁志 西村典子
岡山 増田泰治 河原晃子 増田泰治 福田厚子 植村るみ子
広島 坂本公子 大前一美 佛圓藤栄 舩場由美 三保千鶴子 舩場由美 大立純正 大立純正
山口 濱田　宏 小西輝保 小西輝保 下川美富 小西輝保 三原彰子 小西輝保 小西輝保 小西輝保
香川 圖子幸子 福田一恵 泉　憲佑 泉　憲佑 泉　憲佑 泉　憲佑
徳島 中西洋恵 中西洋恵 福井美幸 中西洋恵 福井美幸 中西洋恵 中西洋恵 柴田　史 佐野孝志
愛媛 稲葉美子 稲葉美子 井上潔子 稲葉美子 稲葉美子 稲葉美子 岡田昭仁 越智健太 稲葉美子
高知 高橋　愛 久禮田倫子 岡田淑子 市川ミサ 山崎　好 岡田淑子 岡田淑子 市川ミサ

九
州
・
沖
縄

●委員長 岩元　克雄（熊本）梁井　公美（佐賀）三浦　義則（長崎）三船　英（福岡） 小島　利津（佐賀）中村　洋一（福岡）別城美知子（熊本）有馬勝博（鹿児島）春田牧子（鹿児島）
福岡 篠崎しのぶ 平塚あけみ 篠崎しのぶ・清水美智代・杉崎由里子 浦上久美子 鴻上雅仁
佐賀 吉原和子 今古賀環 山崎志賀子 山田啓子 今古賀環 大塚せつ子
長崎 内嶋雅博 三田村直子 山本浩司 今崎留美子 山本浩司 帖佐幸子
熊本 菅野明子 行田まさ子 宮崎純子 吉田敏子 別城美知子 宮崎純子
大分 二宮小百合 二宮顕司 安部正勝 上野博子 片川慎一郎 吉田洋子 竹中　貢 竹中　貢
宮崎 大神憲子 大神憲子 佐々木和子 野田敦志 土肥恵子 佐々木和子・丹羽芳子 大神憲子 原　世津

鹿児島 有馬勝博 春田牧子 春田牧子 有川久子 吉丸キクエ 有馬勝博
沖縄 津波古保 津波古保 登川操子 古謝雅人 又吉エイ子 宮良麗子 古謝雅人 古謝雅人




