
令和３・４年度　組織・役員
会長 鳥居　 吉二 常任理事 椛澤 　博之

副会長 今川　 直明 常任理事 大藤　 忠昭

副会長 市川　 正人 常任理事 小松　 康雄

副会長 松本　邦夫 常任理事 小畑　弥富

副会長 糸井　義一 常任理事 吉田　一夫

副会長 稲垣　　清 常任理事 田子　 義信

副会長 新井　淳司 常任理事 田中　利明

監事 篠﨑　清朗 指名理事 白石　 豊樹

監事 麦倉　勝三 指名理事 高橋      進

監事 伊丹　 弘明 指名理事 森　  　英也

理事長 小畑　弥富 指名理事 岡泉      茂

副理事長 吉田　 一夫 指名理事 田代      斉

常任理事 鳥居　吉二 指名理事 吉原 　秀忠

常任理事 今川　 直明 指名理事 田島　 隆行

常任理事 市川　 正人 指名理事 井野　 正彦

常任理事 松本　邦夫 指名理事 石川　 弘子

常任理事 糸井　義一 指名理事 細貝　 麻衣

常任理事 稲垣　　清 指名理事 新井　 頼子

常任理事 新井　淳司 指名理事 一柳　 明子

高段者推薦委員 鳥居　吉二 参与 野口 　雄望

高段者推薦委員 今川　 直明 参与 栗原傳一郎

高段者推薦委員 市川　 正人 参与 新井　信雄

高段者推薦委員 松本　邦夫 参与 江原　 隆起

高段者推薦委員 糸井　義一 参与 金田　 正敏

高段者推薦委員 稲垣　　清 参与 茂原　　　勤

高段者推薦委員 新井　淳司 参与 木暮　 昌利

高段者推薦委員 椛澤 　博之 参与 神田　 茂博

高段者推薦委員 大藤　 忠昭 参与 松澤　巻雄

高段者推薦委員 石倉　貞幸 参与 周東　正夫



高段者推薦委員 篠﨑　 清朗 参与 安澤謙太郎

高段者推薦委員 小畑　弥富 参与 玉川日出雄

高段者推薦委員 田子　 義信 参与 永躰　 敏明

審議委員 鳥居　吉二 参与 佐藤 　伯幸

審議委員 今川　 直明 参与 剣持 　和彦

審議委員 市川　 正人 参与 吉田　 光保

審議委員 松本　邦夫 参与 塚田　 純也

審議委員 糸井　義一 参与 津久井彦一

審議委員 稲垣　　清 参与 碓井 　良一

審議委員 新井　淳司 参与 北澤　 武廣

審議委員 椛澤 　博之 参与 森下　 正男

審議委員 大藤　 忠昭 参与 根岸      宏

審議委員 小松　 康雄 参与 大澤　哲夫

審議委員 小畑　弥富 参与 鹿沼　 幸吉

審議委員 吉田　一夫 参与 西村　 満郎

審議委員 田子　 義信 参与 三橋   　好

顧問 関根　圀男 参与 田村 　修一

顧問 鈴木　　守 参与 木暮　法孝

顧問 　　　関口　　明　 　 参与 笹澤　康博

顧問弁護士 紺　　正行 参与 高橋　 竜二

常任相談役 椛澤 　博之 参与 鈴木　正明

相談役 柳谷　 勝之 参与 佐藤　浩一

相談役 櫻井　  弘 参与 木村 　信雄

相談役 大藤　 忠昭 参与 福島美千行

相談役 石井　 清一 参与 長谷川　 実

相談役 小林　　　充 参与 荻野　 廣男

相談役 越塚 　輝雄 参与 野尻      猛

相談役 原澤 　研祐 参与 相羽雄一郎

参与 鈴木　 元一 参与 阿部　　学

参与 北爪　 隆雄 参与 川島　 英雄

参与 石倉　 貞幸 参与 福田　 敏久



部長

会計 石田      実 庶務 小鮒      崇

強化 黒田　 圭一 審議 田子　 義信

行事 狩野　 一広 審判 杉田　 茂俊

広報 港　 慎一郎 登録 成田　 浩士

指導 茂木 　良典 普及 藤川      進

支部長

前橋 平井      敦 邑楽・館林 奥澤　利男

高崎 藤川　　進 北群馬・渋川 青木　計夫

桐生 高橋　 幸夫 多野・藤岡 玉井　三善

佐波・伊勢崎 坂本　 幸男 安中 小松　 康雄

太田 須永　秀高 甘楽・富岡 秋山　雅仁

利根・沼田 小室       亨 吾妻 水出　善弘

みどり 相羽　一雄

団体代表

警察 茂木　良典 道場連合会 田島　隆行

大学 島　孟留 実業連 小野塚利幸

高体連 小山　勝由 整復師会 原澤 　研祐

中体連 下田　勝己 スポ少 細貝　昭吾


