
2013/9/10 2013日本体操協会役員名簿(完全版) 委員会
1

委員会名 種別 役職 氏名
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 強化本部 本部長 水鳥　寿思
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ナショナル 部長 加藤　裕之
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ナショナル 部員 森泉　貴博
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ナショナル 部員、大学生強化担当 畠田　好章
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ナショナル 部員 原田　睦巳
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ナショナル 部員 米田　功
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ナショナル 部員 鹿島　丈博
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ナショナル 部員 土屋　純
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ナショナル 部員 西川　大輔
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ナショナル 部員 斎藤　卓
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ナショナル 部員 鈴木 良太
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ジュニア 部長 松本忠親
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ジュニア 副部長 田野辺　満
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ジュニア 部員 梅本　英貴
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ジュニア 部員 神田　眞司
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ジュニア 部員 藤原　佳市
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ジュニア 部員 森川　勝俊
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ジュニア 部員 小倉　雅昭
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ジュニア 部員 立松　佳通
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ジュニア 部員 水口　晴雄
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ジュニア 部員 山崎　隆之
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ジュニア 部員 木下　紘一郎
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ジュニア 部員 中村　友彦
リオデジャネイロオリンピック強化本部 男子体操競技 ジュニア 部員 三宅　裕二
リオデジャネイロオリンピック強化本部 女子体操競技 強化本部 本部長 小林　隆
リオデジャネイロオリンピック強化本部 女子体操競技 副本部長 Butsula Sergii
リオデジャネイロオリンピック強化本部 女子体操競技 副本部長 行本　浩人
リオデジャネイロオリンピック強化本部 女子体操競技 本部員 坂本　周次
リオデジャネイロオリンピック強化本部 女子体操競技 本部員 大野　和邦
リオデジャネイロオリンピック強化本部 女子体操競技 本部員 Kozich Alina
リオデジャネイロオリンピック強化本部 女子体操競技 本部員 豊島　リサ
リオデジャネイロオリンピック強化本部 女子体操競技 本部員 塩山　勝
リオデジャネイロオリンピック強化本部 女子体操競技 本部員 中山　孝人
リオデジャネイロオリンピック強化本部 女子体操競技 本部員 北村　彩子
リオデジャネイロオリンピック強化本部 新体操 本部長 山﨑浩子
リオデジャネイロオリンピック強化本部 新体操 部員 村田　由香里
リオデジャネイロオリンピック強化本部 新体操 部員 秋山　エリカ
リオデジャネイロオリンピック強化本部 新体操 部員 天野晴代
リオデジャネイロオリンピック強化本部 新体操 部員 横地　愛
リオデジャネイロオリンピック強化本部 新体操 部員 曽我部　美佳
リオデジャネイロオリンピック強化本部 新体操 部員 竹内美和子
リオデジャネイロオリンピック強化本部 新体操 委託部員 安達三保子
リオデジャネイロオリンピック強化本部 新体操 委託部員 井上　実美
リオデジャネイロオリンピック強化本部 新体操 委託部員 臼井千奈美
リオデジャネイロオリンピック強化本部 新体操 委託部員 木皿　久美子
リオデジャネイロオリンピック強化本部 新体操 委託部員 坂元　紹子
リオデジャネイロオリンピック強化本部 新体操 委託部員 三溝明日香
リオデジャネイロオリンピック強化本部 新体操 委託部員 南麻美
リオデジャネイロオリンピック強化本部 新体操 委託部員 横山　眞理子
リオデジャネイロオリンピック強化本部 新体操 委託部員 劉　宇
リオデジャネイロオリンピック強化本部 トランポリン 本部長 山本宜史
リオデジャネイロオリンピック強化本部 トランポリン 副本部長 丸山　章子
リオデジャネイロオリンピック強化本部 トランポリン 副本部長 西川　明大
リオデジャネイロオリンピック強化本部 トランポリン 強化本部員 原田　利夫
リオデジャネイロオリンピック強化本部 トランポリン 強化本部員 中田　大輔
リオデジャネイロオリンピック強化本部 トランポリン 強化本部員 岡嶋　正治
リオデジャネイロオリンピック強化本部 トランポリン 強化本部員 伊藤　直木
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委員会名 種別 役職 氏名
リオデジャネイロオリンピック強化本部 トランポリン 強化本部員 杉浦　正隆

審判委員会 委員長 竹内輝明

審判委員会 副委員長 松岡一志

審判委員会 男子体操競技 審判本部 委員 後藤　洋一

審判委員会 女子体操競技 審判本部 委員 岡崎美穂

審判委員会 新体操 審判本部 委員 岡　久留実

審判委員会 トランポリン 審判本部 委員 武藤真也

審判委員会 FIG技術委員 委員 冨田洋之

審判委員会 FIG技術委員 委員 張西芳枝

審判委員会 FIG技術委員 委員 関田史保子

審判委員会 総務 委員 鈴木　昭

審判委員会 男子体操競技 審判本部 本部長 後藤　洋一

審判委員会 男子体操競技 審判本部 副本部長 島田　利夫

審判委員会 男子体操競技 審判本部 副本部長 倉島　貴司

審判委員会 男子体操競技 審判本部 本部員 千葉　一正

審判委員会 男子体操競技 審判本部 本部員 近藤　昌夫

審判委員会 男子体操競技 審判本部 本部員 高橋　孝徳

審判委員会 男子体操競技 審判本部 本部員 荒木　慎一

審判委員会 男子体操競技 審判本部 本部員 森　直樹

審判委員会 男子体操競技 審判本部 部員 辻　哲夫

審判委員会 男子体操競技 審判本部 部員 田沼　寛文

審判委員会 男子体操競技 審判本部 部員 三富　洋昭

審判委員会 男子体操競技 審判本部 部員 笠松　昭宏

審判委員会 男子体操競技 審判本部 部員 大久保　雄右

審判委員会 男子体操競技 審判本部 部員 細川　浩孝

審判委員会 男子体操競技 審判本部 部員 伊東　貴志

審判委員会 男子体操競技 審判本部 部員 村田　浩一郎

審判委員会 男子体操競技 北海道 ブロック部員 吉田　義経

審判委員会 男子体操競技 東北 ブロック部員 梅田　秀一

審判委員会 男子体操競技 関東 ブロック部員 多田　聡

審判委員会 男子体操競技 北信越 ブロック部員 桑野 泰成

審判委員会 男子体操競技 東海 ブロック部員 百中　清之

審判委員会 男子体操競技 近畿 ブロック部員 武田　庄治

審判委員会 男子体操競技 中国 ブロック部員 沖田　憲彦

審判委員会 男子体操競技 四国 ブロック部員 山下　厚順

審判委員会 男子体操競技 九州 ブロック部員 花北　圭

審判委員会 女子体操競技 審判本部 本部長 岡崎美穂

審判委員会 女子体操競技 審判本部 副本部長 岡野由美

審判委員会 女子体操競技 審判本部 本部員 吉村佳子

審判委員会 女子体操競技 審判本部 本部員 室畑吉見

審判委員会 女子体操競技 審判本部 本部員 鈴木　舞

審判委員会 女子体操競技 審判本部 部員 加藤由美

審判委員会 女子体操競技 審判本部 部員 岡田牧子

審判委員会 女子体操競技 審判本部 部員 川口美嘉

審判委員会 女子体操競技 審判本部 部員 黒須真希

審判委員会 女子体操競技 審判本部 部員 山口直子

審判委員会 女子体操競技 審判本部 部員 五藤佳奈

審判委員会 女子体操競技 審判本部 部員 監物若菜

審判委員会 女子体操競技 北海道 ブロック部員 白川　千尋

審判委員会 女子体操競技 東北 ブロック部員 大川　由美子

審判委員会 女子体操競技 関東 ブロック部員 河本　真由美

審判委員会 女子体操競技 北信越 ブロック部員 高坂　芳美

審判委員会 女子体操競技 東海 ブロック部員 榊原　美恵

審判委員会 女子体操競技 近畿 ブロック部員 髙　淳子

審判委員会 女子体操競技 中国 ブロック部員 永井　ひとみ

審判委員会 女子体操競技 四国 ブロック部員 竹治　佳代

審判委員会 女子体操競技 九州 ブロック部員 香月　律子
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審判委員会 新体操 審判本部 本部長 岡　久留実

審判委員会 新体操 審判本部 副部長 　　山本里佳

審判委員会 新体操 審判本部 本部員 橋爪みすず

審判委員会 新体操 審判本部 本部員 寺田江身子

審判委員会 新体操 審判本部 本部員 鈴木　あおい

審判委員会 新体操 審判本部 本部員 栗原　悠

審判委員会 新体操 審判本部 部員 林　知佳

審判委員会 新体操 審判本部 部員 村田　愛子

審判委員会 新体操 審判本部 部員 杉本　明日香

審判委員会 新体操 審判本部 部員 新垣　友美

審判委員会 新体操 審判本部 部員 藤綱　江津子

審判委員会 新体操 ブロック部員 小倉　正恵

審判委員会 新体操 ブロック部員 小林　陽子

審判委員会 新体操 ブロック部員 松本　弘子

審判委員会 新体操 ブロック部員 田村　美也子

審判委員会 新体操 ブロック部員 臼井　千奈美

審判委員会 新体操 ブロック部員 大東加奈枝

審判委員会 新体操 ブロック部員 千羽　真理子

審判委員会 新体操 ブロック部員 大上　紋子

審判委員会 新体操 ブロック部員 柿本　真弓

審判委員会 トランポリン 審判本部 本部長 武藤真也

審判委員会 トランポリン 審判本部 副本部長 徳増知之

審判委員会 トランポリン 審判本部 本部員 大谷宏美

審判委員会 トランポリン 審判本部 本部員 西尾由香子

審判委員会 トランポリン 審判本部 本部員 藤川智朗

審判委員会 トランポリン 審判本部 ブロック部員 神山和仁

審判委員会 トランポリン 審判本部 ブロック部員 小澤麻衣

審判委員会 トランポリン 審判本部 ブロック部員 木村和真

アスリート 体操競技 委員長 米田　功

アスリート 体操競技 委員 溝口絵里加

アスリート 新体操 委員 田中琴乃

アスリート トランポリン 委員 上山容弘

アスリート トランポリン 委員 岸　彩乃

地域委員会 委員長 小竹　英雄

地域委員会 副委員長 山田　正夫

地域委員会 副委員長 佐久間　裕司

地域委員会 委員 遠藤　幸一

地域委員会 委員 竹内　輝明

地域委員会 委員 竹田 幸夫

地域委員会 委員 竹村　英明

地域委員会 委員 村木　啓造

地域委員会 委員 葛西　玲広

財務委員会 委員長 岸　正章

財務委員会

財務委員会

財務委員会

総合企画委員会 委員長 堀　荘一

総合企画委員会 副委員長 竹田　幸夫

総合企画委員会 委員 米田　功

総合企画委員会 委員 新井重信

総合企画委員会 委員 田中　光

総合企画委員会 委員 各加盟団体代表役員

総合企画委員会 委員 関連団体代表役員

総務委員会 委員長 遠藤幸一

総務委員会 総務 委員 竹田幸夫

総務委員会 法務 委員 谷原誠

総務委員会 記録 委員 新井重信



2013/9/10 2013日本体操協会役員名簿(完全版) 委員会
4

委員会名 種別 役職 氏名

総務委員会 記録 委員 佐伯徳秀

総務委員会 体操競技 広報 委員 湯浅和宗

総務委員会 体操競技 広報 委員 藤井俊明

総務委員会 トランポリン 広報 委員 齋藤武司

総務委員会 新体操 広報 委員 高橋衣代

総務委員会 新体操 広報 委員 藤野朱美

総務委員会 アクロ 広報 委員 磯前方章

総務委員会 エアロビック 広報 委員 山岸弘宜

総務委員会 体操競技 広報 委員 明名亜希子

総務委員会 一般体操 広報 委員 鈴木幸光

総務委員会 総務 委員 田中光

総務委員会 総務 委員 佐藤道雄

総務委員会 総務 委員 中山孝人

総務委員会 総務 委員 葛西　玲広

総務委員会 総務 委員 島　祥代

総務委員会 広報 委員 信田美帆

総務委員会 英語 アドバイザー Michael I. Chaplan

国際委員会 FIG技術委員 委員長 張西芳枝

国際委員会 FIG理事 委員 渡辺守成

国際委員会 FIG技術委員 委員 冨田洋之

国際委員会 FIG技術委員 委員 関田史保子

国際委員会 FIG技術委員 委員 荒木達雄

国際委員会 FIG技術委員 委員 八木タミー

国際委員会 委員

事業委員会 委員長 竹村　英明

事業委員会 副委員長 針谷 　和昌

事業委員会 体操競技 委員 荒幡　裕美

事業委員会 体操競技 委員 島　　祥代

事業委員会 体操競技 委員 鈴木　正憲

事業委員会 体操競技 委員 齋藤　良宏

事業委員会 体操競技 委員 秋田　昌彦

事業委員会 新体操 委員 プレスリー明日香

事業委員会 新体操 委員 山田　綾果

事業委員会 新体操 委員 鈴川　加世

事業委員会 新体操 委員 嶋田　芽久未

事業委員会 新体操 委員 山岡　沙織

事業委員会 新体操 委員 竹澤　恵菜

事業委員会 新体操 委員 石山　麻理子

事業委員会 トランポリン 委員 福井　直哉

事業委員会 トランポリン 委員 岡嶋　正治

事業委員会 トランポリン 委員 石田　正人

事業委員会 トランポリン 委員 杉浦　正孝

事業委員会 トランポリン 委員 河田　通子

コーチ育成委員会 委員長 佐久間　裕司

コーチ育成委員会 副委員長 美馬　美千代

コーチ育成委員会 男子体操競技 委員 秋田　昌彦

コーチ育成委員会 男子体操競技 委員 徳山　克司

コーチ育成委員会 男子体操競技 委員 葛西　玲広

コーチ育成委員会 女子体操競技 委員 行本　浩人

コーチ育成委員会 女子体操競技 委員 笹田　弥生

コーチ育成委員会 女子体操競技 委員 明名　亜希子

コーチ育成委員会 女子新体操 委員 臼井　千奈美　

コーチ育成委員会 女子新体操 委員 山田　美恵子

コーチ育成委員会 女子新体操 委員 高橋　麻理子

コーチ育成委員会 男子新体操 委員 臼井　俊範

コーチ育成委員会 男子新体操 委員 山田　小太郎

コーチ育成委員会 男子新体操 委員 大舌 俊平
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コーチ育成委員会 トランポリン 委員 福井　卓也

コーチ育成委員会 トランポリン 委員 平松　朋法

コーチ育成委員会 トランポリン 委員 神山　和仁

コーチ育成委員会 トランポリン 委員 齋藤　哲也

コーチ育成委員会 トランポリン 委員 中田　大輔

コーチ育成委員会 トランポリン 委員 中島　恵美子

コーチ育成委員会 トランポリン 委員 海野　弘美

コーチ育成委員会 トランポリン 委員 山本　宜史

コーチ育成委員会 トランポリン 委員 長沢　伸也

コーチ育成委員会 トランポリン 委員 土居　淳志

コーチ育成委員会 トランポリン 委員 河村　和浩

一般体操委員会 一般体操 委員長 荒木　達雄

一般体操委員会 一般体操 副委員長 神保　幸次郎

一般体操委員会 一般体操 総務 委員 南　明恵美

一般体操委員会 一般体操 総務 委員 伊藤　由美子

一般体操委員会 一般体操 総務 委員 鈴木　幸光

一般体操委員会 一般体操 普及 委員 長谷川　聖修

一般体操委員会 一般体操 普及 委員 鈴木　大輔

一般体操委員会 一般体操 普及 委員 檜皮　貴子

一般体操委員会 一般体操 普及 委員 小柳　将吾

一般体操委員会 一般体操 普及 委員 鈴木　祐太

トランポリン トランポリン 委員長 齋藤武司

トランポリン トランポリン 副委員長 舘　順子

トランポリン トランポリン 副委員長 古　幸江

トランポリン トランポリン 副委員長 万谷光二

トランポリン トランポリン 広報・競技 委員 小林明智

トランポリン トランポリン 認定事業 委員 坂井恭仁子

トランポリン トランポリン 普及指導員 委員 小林由貴美

トランポリン トランポリン シャトル競技 委員 松岡砂都美

トランポリン トランポリン シャトル競技 委員 飯ヶ谷美恵

トランポリン トランポリン シャトル競技 委員 遠藤好美

トランポリン トランポリン 障がい者 委員 齋藤　安江

トランポリン トランポリン 障がい者 委員 尾山登志子

トランポリン トランポリン 障がい者 委員 余語由美子

トランポリン トランポリン 障がい者 委員 荒木真由美

トランポリン トランポリン 北海道 ブロック担当 久保田有枝曳

トランポリン トランポリン 東北 ブロック担当 佐藤　隆

トランポリン トランポリン 関東 ブロック担当 原田恵美子

トランポリン トランポリン 北信越 ブロック担当 須加紀子

トランポリン トランポリン 東海 ブロック担当 後藤雅美

トランポリン トランポリン 近畿 ブロック担当 辰森泉美

トランポリン トランポリン 中国 ブロック担当 清板信文

トランポリン トランポリン 四国 ブロック担当 矢部紀子

トランポリン トランポリン 九州 ブロック担当 川中幸明

男子新体操委員会 新体操男子 総括 委員長 中田吉光

男子新体操委員会 新体操男子 育成 副委員長 山田小太郎

男子新体操委員会 新体操男子 企画 副委員長 臼井俊範

男子新体操委員会 新体操男子 審判 副委員長 前田節夫

男子新体操委員会 新体操男子 育成 委員 野田光太郎

男子新体操委員会 新体操男子 企画 委員 大舌俊平

男子新体操委員会 新体操男子 審判 委員 安福康夫

男子新体操委員会 新体操男子 顧問(新体操) 杉林義文

男子新体操委員会 新体操男子 顧問(アクロ) 三畑武一

体操マルチサポート委員会 委員長 立花泰則

体操マルチサポート委員会 ドクター部会 部長 奥脇透

体操マルチサポート委員会 ドクター部会 部員 今井一博

体操マルチサポート委員会 ドクター部会 部員 岩本航
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体操マルチサポート委員会 ドクター部会 部員 梅木雅史

体操マルチサポート委員会 ドクター部会 部員 加藤卓也

体操マルチサポート委員会 ドクター部会 部員 金澤臣晃

体操マルチサポート委員会 ドクター部会 部員 熊本久大

体操マルチサポート委員会 ドクター部会 部員 黒田元希

体操マルチサポート委員会 ドクター部会 部員 西良浩一

体操マルチサポート委員会 ドクター部会 部員 坂本和歌子

体操マルチサポート委員会 ドクター部会 部員 新庄琢磨

体操マルチサポート委員会 ドクター部会 部員 土肥美智子

体操マルチサポート委員会 ドクター部会 部員 富田一誠

体操マルチサポート委員会 ドクター部会 部員 中村格子

体操マルチサポート委員会 ドクター部会 部員 半谷美夏

体操マルチサポート委員会 ドクター部会 部員 東山祐介

体操マルチサポート委員会 ドクター部会 部員 福田潤

体操マルチサポート委員会 ドクター部会 部員 星加昭太

体操マルチサポート委員会 ドクター部会 部員 吉田麻貴

体操マルチサポート委員会 ドクター部会 部員 和田一佐

体操マルチサポート委員会 アンチドーピング部 部長 蒲原一之

体操マルチサポート委員会 アンチドーピング部 部員 瀬尾理利子

体操マルチサポート委員会 アンチドーピング部 部員 上東悦子

体操マルチサポート委員会 ＡＴ育成部 部長 岡田亨

体操マルチサポート委員会 ＡＴ育成部 部員 関口貴博

体操マルチサポート委員会 ＡＴ育成部 部員 室井聖史

体操マルチサポート委員会 ＡＴ育成部 部員 小山浩司

体操マルチサポート委員会 ＡＴ育成部 部員 鈴木健大

体操マルチサポート委員会 ＡＴ育成部 部員 今井聖晃

体操マルチサポート委員会 ＡＴ育成部 部員 中島啓

体操マルチサポート委員会 ＡＴ育成部 部員 大川和行

体操マルチサポート委員会 ＡＴ育成部 部員 小林直行

体操マルチサポート委員会 ＡＴ育成部 部員 宮武誠

体操マルチサポート委員会 ＡＴ育成部 部員 齋藤和宏

体操マルチサポート委員会 ＡＴ育成部 部員 今木康雄

体操マルチサポート委員会 情報・科学部 部長 船渡和男

体操マルチサポート委員会 情報・科学部 部員 平田大輔

体操マルチサポート委員会 情報・科学部 部員 袴田智子

体操マルチサポート委員会 情報・科学部 部員 柏木悠

体操マルチサポート委員会 研究部 部長 片瀬文雄

体操マルチサポート委員会 研究部 副部長 蓮見仁

体操マルチサポート委員会 研究部 副部長 山田哲

体操マルチサポート委員会 研究部 部員 宮元義史

体操マルチサポート委員会 研究部 部員 佐藤晋也

体操マルチサポート委員会 研究部 部員 佐藤佑介

体操マルチサポート委員会 研究部 部員 内田友幸

体操マルチサポート委員会 研究部 部員 宇都木佑介

体操マルチサポート委員会 研究部 部員 仲宗根森敦

体操マルチサポート委員会 研究部 部員 北村彩子

体操マルチサポート委員会 研究部 部員 熊谷慎太郎

体操マルチサポート委員会 研究部 部員 村上拓

体操マルチサポート委員会 栄養部会 部長 亀井明子

体操マルチサポート委員会 栄養部会 部員 石井美子

体操マルチサポート委員会 栄養部会 部員 長谷川尋之

体操マルチサポート委員会 体操競技 NTC/JISS管理部 部長 立花泰則

体操マルチサポート委員会 新体操 NTC/JISS管理部 部員 吉岡紀子

体操マルチサポート委員会 トランポリン NTC/JISS管理部 部員 森田弘文

事務局 事務局長 岸　正章

事務局 事務局長補佐 今野　芳美

事務局 事務局員 渡辺　　栄
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事務局 事務局員 山口　春枝

事務局 事務局員 相沢　延志

事務局 事務局員 八木沢　則子

事務局 事務局員 渋沢　葉子

事務局 事務局員 高塚　美保

事務局 スクール 指導員 関　　泰徳

事務局 スクール 指導員 日野　洋太

事務局 スクール 指導員 塩見　佑樹

事務局 スクール 指導員 西澤　佳世


