
2022-2023年 専門委員会・特別委員会　委員・特別委員名簿 2022年6月8日 現在

 役職別、50音順にて記載

委員会名 総務委員会 大会事業委員会 アスリート委員会
コンプライアンス

委員会

委員長 小野山修平 西田　孝宏 吉田　優也 寺𦚰　一峰

副委員長 三戸　範之 岡泉　　茂 赤羽由加子 山部　佳苗 本郷　亮

小池　雅彦

吉田　敏男

部会等 広報部会 データベース部会 マーケティング部会 教育普及部会
柔道ＭＩＮＤ

プロジェクト部会 形部会
視覚障がい者・

ろう者柔道連携部会
知的障がい者
柔道振興部会

選考審査部会

委員 石井　孝法 秋山日向子 加納　幸喜 稲葉慶一郎 （赤羽由加子） （鎌塚　智樹） （鎌塚　智樹） 今尾　省司 倉野　直紀 川下　裕一 岡田　保彦 浅見三喜夫 海老沼　匡 大江裕一郎

石角　洋子 石山　隆英 田井　弘幸 大西　英也 北　　　晃 菊　　幸一 大森　千草 香田　泰子 園部さやか 高澤　雅宏 内村　秀一 七戸　　龍 大川　和也

猪　　忠孝 岩田　千絵 西森　　大 杉本　有里 （小志田憲一） （小志田憲一） 佐藤　雅也 高橋　　将 髙橋　健司 小形　健二 角田　夏実 北田　典子

宇﨑　泰雅 福地賢志郎 フラマン ピエール 曽我部晋哉 関根　善晴 道場　良久 （小志田憲一） 灰原　茉美 高橋　　進 川島　一見 中村　美里 田口　晶子

谷本　歩実 松岡　圭一 濵名三代子 （曽我部晋哉） 永井多惠子 廣瀬　　誠 濵名　智男 武田　淳子 黒田　一彦 中山　有加 田村　彰浩

成田　浩士 山岸　裕二 向井　幹博 友添　秀則 中橋　政彦 山本　洋祐 本山　友理 中西　英敏 中澤　俊明 羽賀龍之介 宮嶋　泰子

與儀　幸朝 廣川真由美 （濵名　智男） 若林　　清 山﨑　正義 花本　幸次 原沢　久喜 向井　幹博

マーヤ ソリ ドーワル 松井　　勲 正木　嘉美 松本　　薫

（向井　幹博） 山﨑　立実

　 山本三四郎 山本　国博

山本　　良 若林　和信

特別委員 青井　久幸 井上　博満 山﨑　俊輔 榎　　義治 中村　淳子 角杉　昌幸 川口　孝夫

田中　裕之 岡田　龍司 大辻　広文 渡辺　涼子 辻　　和也 小志田憲一

中村　佳央 久野　裕久 　 小俣　幸嗣 西田　孝宏

野瀬　光洋 小坂　良行 細川　伸二

前瀧　大吾 鈴木　英雄 山田　利彦

高橋　靖信

田中　寿人

前田　城治

村田　　豊

委員会名 医科学委員会
重大事故

総合対策委員会
女子柔道
振興委員会

指導者養成委員会
ブランディング戦
略推進特別委員会

全国少年柔道協議会
中央委員会

委員長 三上　靖夫 磯村　元信 松田　基子 木村　昌彦 井上　康生 田中　裕之

副委員長 紙谷　　武 射手矢　岬 南條　和恵 石井　孝法 伊藤　華英 菊池　としえ

宮崎　誠司 小林　貴子 廣川　充志 小山　勝弘

與儀　幸朝

委員 小澤　浩子 井汲　　彰 熊野　真司 石角　洋子 久保田浩史 石井　孝法 大迫　明伸

中村　　勇 大江裕一郎 小宮　德健 佐藤　愛子 栗原　洋和 櫻澤　正己 近藤　優子

早川　憲幸 金淵　一雄 三戸　範之 小志田憲一 髙橋　健司 福見　友子 金野　　潤

平岡　拓晃 神谷　宣広 松永　大吾 年藤　　忍 高橋　　進 西田　孝宏

福見　友子 　 柵山　尚紀 山口　奈美 町田　正直 向井　幹博

矢崎　利加 福士　純一 森　　英也

松永　大吾

穴井　隆将 中濱　真吾 上野　雅恵 野瀬　英豪 特別委員

各務　耕司 正木　嘉美 坂本八瑠奈 福見　友子 生駒　久視 立石　智彦

金丸　雄介 山本　洋祐 園田　教子 増地　克之 和泉　唯信 田邊　　誠

賀持　道明 吉田　秀彦 田中　　力 増地千代里 稲川　郁子 永廣　信治

鈴木　桂治 塚田　真希 守安　由充 岡田　尚之 廣瀬　伸良

特別委員 大辻　広文 川道　幸司 福見　友子 井上　芳明 岩田喜美枝 鮎沢　　徹

岡泉　　茂 木内正太郎 藤田　直久 中村　淳子 岡井　理香

小俣　幸嗣 木田　将量 三浦　雅臣 山口　　香 鮫島　康太

長野　寿一 工藤　鉄男 簗瀬　　司 曽我部晋哉

光本　健次 佐々木英嗣 矢部裕一朗 竹澤　稔裕

山本　　良 鈴木なつ未 米田　　實 田中　裕之

鷹取　直希 和田　誠之 田辺　陽子

髙見　秀樹 長瀬あゆみ

前川　直也

アンチ・ドーピング部会

監督　鈴木　桂治 ジュニアヘッドコーチ各務耕司 監督　増地　克之 ジュニアヘッドコーチ野瀬英豪 安齋俊哉（インドネシア） 佐々木伸次朗（アメリカ） 冨田弘美（プエルトリコ） 池田ひとみ 櫻井　宏大

コーチ　秋本　啓之 ジュニアコーチ 川上智弘 コーチ　池田ひとみ ジュニアコーチ 今井優子 井浦吉彦（アイスランド） 佐々木理恵子（アメリカ） 中野真太郎（アメリカ） 大江裕一郎 千足　耕一

コーチ　小野　卓志 ジュニアコーチ 関根優一 コーチ　上野　順恵 ジュニアコーチ 今井優貴 石井千秋（ブラジル） 篠原一雄（アメリカ） 中村年秀（オーストラリア） 小野　卓志 吉田　優也

コーチ　古根川　実 ジュニアコーチ 廣川彰信 コーチ　生田　秀和 ジュニアコーチ 中山三雄 上田正昭（オーストリア） 島岡強（タンザニア） 中村浩之（カナダ） 柵山　尚紀 渡邉　紳一

コーチ　百瀬　　優 コーチ　塘内　将彦 ジュニアコーチ 武藤力也 甲斐田謙（ハンガリー） 島達人（スイス） 根岸雅樹（スイス） 坂元　政一

アシスタントコーチ 海老沼匡 コーチ　平野　幸秀 ジュニアアシスタントコーチ新井千鶴 片西裕司（スイス） 仙石常雄（インドネシア） 平野義之（スイス）

総務コーチ 山田 祐太 総務コーチ 田村 昌大 カリウ･佐々木光（フランス） 髙橋徳三（アメリカ） 藤井裕子（ブラジル）

菊池英之（フランス） 田中美衣（イスラエル）

佐々木浩太郎（ポーランド） 角田豪（ポルトガル）

森　　英也 山本　　良

広報マーケティング委員会 教育普及・ＭＩＮＤ委員会 審判委員会

中里　壮也 高橋　　進 大迫　明伸

鎌塚　智樹 天野安喜子

小志田憲一 鯨井　　甫

強化委員会 国際委員会

金野　　潤 山田　利彦

井上　康生 上水研一朗

中村　淳子 仮屋　　力

大迫　明伸　 　西田　孝宏　

岡泉　　茂　 　細川　伸二　

髙橋　健司　 　山本　　良　

出口　達也　 　渡辺　涼子

小山　勝弘　 　三宅　　仁　

高澤　雅宏　 　山田　利彦

在外委員

中村　兼三　

男子 女子

井汲　　彰

石井　孝法

木村　昌彦

持田　達人

吉田　優也

監督・コーチ


