
2019年度（公社）日本ボート協会役職者

名誉会長 豊田 章一郎

会　　 長 大久保 尚武

理 事 長 木村 　 新

理     事 平岡英介 松元　　崇 原　　　大 佐々木峰世 黒田直子 小林　貴恵
業務執行理事 宮武祥夫 清水一巳 山本伊知郎 竹内    浩 岡本　悟 千田隆夫 石丸元國

長畑芳仁 村井邦彦 岡本昌一 加藤直美 能村　卓 流石淳子 吉田健二

細淵雅邦 日浦幹夫 相浦信行

監     事 大隅多一郎 田中秀文 和田好史

管理本部長 宮武祥夫

総務委員長 石丸元國

総務アドバイザー 岩崎洋三（強化募金担当）

飯田耕造（IT推進担当）

総務委員 粟津正博 稲垣邦康 今村英明 上野竜太郎 小川弘義 鈴木万紀子 高木享子

堀口治美 安井大介

総務スタッフ 浅利真喜子 石渡雅一 清水洋一 田中優希 丸山優敏 渡辺    醇

財務委員長 宮武祥夫（兼）

財務委員 大脇智機 鈴木研二 藤本    隆 丸木公介

財務スタッフ 鈴木圭子

国際委員長 千田隆夫

国際アドバイザー 木村稚夫 佐々木　亨

国際委員 新谷清志 市来　豊 叶谷彰宏 田畑喜彦 塚田秀樹 中村　剛 福井    徹

森　正義 山﨑佳奈子

国際スタッフ 相葉　繁 草ケ谷　吉紀 幸田尚也 杉山俊也 関戸裕子 田中真樹 竹渕浩子

中山泰浩 藤野修二郎 夜久智広

強化本部長 清水一巳

強化委員長 長畑 芳仁

強化アドバイザー 鈴木壯治

強化オフィサー 月本　真（高体連担当江田精児

強化委員 井上雄祐 衣斐淑子 稲垣喜彦 澁谷顕一 中上　仰 三好　悟

藤井範久

強化スタッフ 井上千春 沖田照晃 鎌野貴広 河口智洋 徳岡    剛 内藤竜一 花谷遊雲子

濱中康平 古田丈博 八木千尋 橋本　優 望月麻紀

医科学委員長 村井邦彦

医科学オフィサー

医科学委員 石川雅一 小澤浩司 下屋勝比古 松澤　　岳

医科学スタッフ 青木孝至 石橋俊郎 今泉喜樹 今仁雄一 榎本光裕 大塩　博 川口雄史

小林     靖 小堀    修 指山浩志 澁谷顕一 中村大地 高木　元 高橋勝美

夏迫信一 西村　大幹 林　大祐 部谷祐紀 平岡　希生 松本明彦 水島禎行

山田慈子 渡辺大樹

指導者育成委員長 岡本昌一

指導者育成委員 今泉喜樹 小川　　厚 古米一雅 佐々木智彦 重田稔明 鈴木政晴 納谷尚志

林　　秀一 古城庸夫 松井 裕好

指導者育成スタッフ 上田昌克 牛山　英俊 内田大介 大戸淳之介 加藤丈司 苅谷裕子 鈴木　　誠

長谷　　等 浜田美咲 藤原    豪 武良　誠

タレント発掘委員長 長畑 芳仁

タレント発掘委員 杉　　光

タレント発掘スタッフ 伊澤秀幸 稲垣喜彦 猪鼻悠也 今次直樹 沖田照晃 奥田貴史 越智元太

鎌野貴広 河口智洋 小谷健太 古米一雅 佐藤康典 重田英樹 澁谷顕一

菅原　裕 田邉良祐 寺井一正 徳岡　剛 内藤竜一 長谷　等 花谷遊雲子

濱中康平 原口　聖羅 藤井範久 古田丈博 星　遼 森山　修 八木千尋

アスリート委員長 加藤直美

アスリートオフィサー 森田智博

アスリートスタッフ 岩本亜希子 高島　美晴 中野紘志 福本温子 溝辺達也 若井江利

競技本部長 山本伊知郎

競技委員長 山本伊知郎（兼）

競技オフィサー 中川 　康（国体担当）

競技委員 岡野知幸 後町伸司 柴田文彦 高橋俊博 田中    洋 日高　哲生 福田晋吾

競技スタッフ 江連正丈 加藤 元康 鈴木 邦彦 長井 俊蔵 松高　直茂

施設委員長 能村　卓

施設アドバイザー 山崎佐知夫

施設オフィサー 野中徳行

施設委員 上西祐之 佐々木純也 定　  道生 豊島雅樹 中山　浩 野原佐智夫 山田政廣

施設スタッフ 大石　力也 梶原猛志 川畑　岳 久保田一司 佐藤崚太郎 佐野啓三 野中誠司

野本　真史 廣瀬　健吾 柳内龍二

審判委員長 流石淳子

審判アドバイザー 小林　宗一 杉岡　暹

審判オフィサー 川崎健治 隠岐信浩

審判委員 岩尾弘敏 菊谷敏之 木村政文 木村行男 草野昭夫 國光正浩 隈元幸治

栗山　俊久 佐藤    裕 菅　　義一 田畑英夫 西村 　 隆 藤井浩巳

審判スタッフ 礒　　知繁 市川　　愛 井上和範 上田良史 大畑克起 加藤弘則 北村  　執

北村道規 木村勇人 木村政文 佐々木秀幸 城ヶ峰徹也 菅原章夫 竹花知恵子

立石　　圭 田中　真樹 田畑喜彦 中島大祐 西村正美 花崎武彦 譜久山明子

藤田　敬 増岡信二 松田雅彦 森　由光 山口大輔 山崎佳奈子 吉野　泰宏

普及本部長 竹内    浩

普及委員長 竹内    浩（兼）

普及アドバイザー 内藤元巳

普及委員 礒　　富昭 佐藤敏光 田中佑幸 福田暁子

普及スタッフ 苅谷裕子 今泉喜樹 小林秀隆 齊藤皓二 下田　友康 髙柳健一 古海朋江

野本　真 谷古善昭

広報委員長 吉田健二

広報委員 雨宮美千子 石井大輔 猿楽昌之

広報スタッフ 石坂　友貴 勝尾    聡 佐々木正平 宅島正二 武神越子 谷    康史 内藤竜一

中野洋一 畑    弘恭 早川大河 坂東正章 樋口美奈実 古城庸夫

安全環境委員長 竹内　浩（兼）

安全環境アドバイザー 小沢哲史

安全環境スタッフ 赤津杏奈 尾崎英夫 久保田　芳晴 栗林健太郎 興梠裕一 堀　　晃浩

パラローイング本部長 岡本　悟

パラローイング委員長 岡本　悟（兼）

パラローイングオフィサー高濱　一郎

パラローイング委員 青木松永 大釜　毅 関戸裕子 高濱一郎 松川文博 皆川邦朋 諸澤七奈
山本初代

パラローイングスタッフ 大戸淳之介 小口　正志 小野田信也 垣谷　直人 神事亜友美 坂上英行 杉　輝夫
立田　寛之 谷    康史 筒井桃子 鳥居　昭久 中島圭吾 西原伸行 林　秀一

平田　良子 三木孝太 米川慶一 若宮　節夫 平田　明久

2020特別委員長 細淵雅邦

2020特別オフィサー 安井大介

2020特別委員 井上雄祐 岡本　悟 川崎健治 林　邦之 中島大祐
2020特別　スタッフ 佐原　英行 Lotte VLOEDMANS

アンチ・ドーピング委員長 日浦幹夫
アンチ・ドーピングオフィサー 牧田    茂
アンチ・ドーピング委員

ｱﾝﾁ・ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞｽﾀｯﾌ 頃末　敏文 佐藤　洋子 高谷　麻紀

事務局 相浦信行（事務局長） 本田新吾（強化） 堀沢智恵（競技・医科学・施設・審判）

舘田奈津子 （財務・総務） 藤田弘美(国際・2020特別)
杉本久美子（タレント発掘・強化）

 

2019年4月16日

2019年度 公益社団法人日本ボート協会役職者・委員・スタッフ一覧

2019年度 本部長、委員長、委員、スタッフ

野口紀子（普及・安全環境・ｱｽﾘｰﾄ・強化）

鹿島伸恵（広報・総務・パラ）


