
富山県柔道連盟事務分掌表
平成２８年度・２９年度

会 長 橘川 謙三

副会長 原 孝典 内山 昭 北見 敏明 楠 一雄 小川 和夫 伊東 宏

理事長 平田 裕康

部 名 部 会 事 務 分 掌

総 務 部長 高瀬 宏 （１）総会・各役員会の開催
部員 ・総会、常任理事会
村田 悟（新） ・理事会等の開催に関すること
山﨑 浩一（富） （２）行事計画の策定
西浦 毅（高） （３）普及振興及び広報の計画・運営
舟戸 保典（砺） ・女性部会に関すること
山口 和彦（指） ・少年部会に関すること
島瀬 武夫（指） （４）記録・調査・研究

・総会、理事会議事録の作成に関すること
（５）登録・傷害保険関係の事務
（６）その他

・各部、各支部との事務連絡・調整に関すること
【新川：村田 富山：山﨑 高岡：西浦 砺波：沢田】

・ＨＰに関すること（山口）
・各団体との事務連絡に関すること

全柔連 北信越柔連 講道館 県スポーツ課 県体育協会
・各種表彰に関すること
・旅費計算に関すること
・各種大会、講習会派遣に関すること
・名簿作成に関すること
【新川：村田 富山：山﨑 高岡：西浦 砺波：沢田】

・暴力通報窓口に関すること
・柔道MINDプロジェクトに関すること
・規約改正に関すること
・倫理懲戒規定に関すること

会 計 部長 松田 孝志 （１）予算の策定・収支
補佐 川合 正信 （２）会費の徴収
部員 （３）登録費の事務
山田 隆司（新） （４）寄付金等の事務
奥田 幸一（富） （５）その他
海老 雄二（高） ・電子登録に関すること（島瀬）
沢田 勝（砺） ・登録会計に関すること（山田）

審 議 部長 矢木 義人 （１）昇級・昇段試験の計画・運営【富山会場：野口 高岡会場： 】
部員 ・会場の確保に関すること
寺澤 寿志（新） （２）昇段推薦の事務【寺澤、松田、岩城、荒井】
松田 正美（富） （３）段位各審議会の事務【富山会場：野口 高岡会場： 】
中川 佳親（高） （４）昇段料・審議料の事務
向 健之輔（砺） （５）その他
野口 恭一（指） ・全国高段者大会申し込みに関すること（松田）
西野 剛史（指） ・北信越高段者大会申し込みに関すること（松田）

研 修 部長 高岡 稔 （１）研修会・講習会の開催
部員 ・審判講習会の開催に関すること
平野 宏和（新） ・形講習会の開催に関すること
蛯谷 豊和（富） ・指導者講習会・安全講習会の開催に関すること
河西 正晴（富） ・指導者登録制度に関すること
越田 利徳（高） ・武道必修化に関すること
江畑 利輝（高） 中学校柔道授業協力者登録に関すること
島田 純 (砺) （全柔連 県教委 県柔連）
北島 一朗（指） ・北信越形講習会に関すること

講習会運営、選手申し込み
・北信越「形」競技大会に関すること

競技会運営、選手選考・申し込み
・会場の確保に関すること

（２）審判員試験の計画・運営
（３）審判・級位審議会の事務

審判審議会
級位審査会（各支部）

（４）審判員の派遣・運用
【新川：鍋島 富山：山崎 高岡：越田 砺波：松村】

（５）その他



部 名 部 会 事 務 分 掌

強 化 部長 岩脇 聡 （１）強化練習の計画・実施
部員 （２）各種合同練習の計画・実施
深川 勇（新） ・遠征練習の計画・実施
山元 明男（富） （３）その他
竹内 秀樹（高） ・県補助金に関する事務（岩脇）
石黒 淳一（砺） 強化補助金、振興補助金
二瀬 寛之（指） 申請書類作成に関すること
山谷 大有（指） 会計に関すること

・国体に関すること（向）
選手選考、大会申し込み、選手派遣依頼
日体協指導者資格制度に関すること

・大会成績記録作成に関すること（深川・山本）
・会場の確保（岩脇）

競 技 部長 庄司 彰 （１）各種大会の計画・運営
部員 ・主催支部、団体との連絡調整
橋本 尚（新） ・県柔連主催大会の計画・運営
島田 浩典（富） 要項作成、共催・後援依頼（庄司 岩城）
岡崎 好男（富） プログラムお作成（庄司）
岩城 裕之（高） 役員委嘱（岩城）、大会運営
小滝 由剛（高） 賞状、賞品の準備（舟戸）
稗田 貴志（砺） 大会記録の作成（村田）

会場の確保（岡崎 小滝）
（２）稽古始めの運営
（３）その他

・県民体育大会に関すること（舟戸）
大会の計画・運営、各種会議への出席

・スポーツ少年団交流大会に関すること（庄司）
大会の計画・運営、各種会議への出席

・ひのまるキッズ少年柔道大会に関すること（庄司）
・北信越関係の大会運営に関すること（庄司）

北信越国民体育大会、北信越選手権大会、北信越ジュニア大会
北信越高段者大会

支部長 新川：三箇 康正 富山：竹田 聡 高岡：細呂木 孝 砺波：荒井 誠一

監 事 （新） （高）

高体連 梶谷 正道 中体連 上田 勝 警 察 角谷 敬一 実業団 按田 勝仁

女 子 田辺多香子 女 子 西川貴志子 女 子 増本いづみ

少 年 内河 健二 少 年 関岡 邦夫 少 年 岡本 賢治

全国実業団大会事務局
事務局長 岩脇 聡

村田 憲三 二瀬寛之 按田 勝仁

富山県柔道連盟少年部
委員長 内河 健二
委員 関岡 邦夫 岡本 賢治

武道必修化コーディネーター
平田 裕康

【平成 28年度特別事業】
○北信越ジュニア（７月１０日）
・大会運営に関すること（競技部長）
・レセプション開催に関すること（理事長 総務部長）
・北信越幹事会に関すること（理事長）

【平成 29年度特別事業】
○北信越「形」講習会・審査会 北信越高段者大会（９月）
・「形」講習会・審査会に関すること（研修部長）
・高段者大会運営に関すること（審議部長）
・レセプション開催に関すること（理事長 総務部長）
・北信越幹事会に関すること（理事長）

〇全日本実業団大会（６月３日、４日）
・大会全般に関すること（岩脇）
・大会運営に関すること（競技部長）
・審判に関すること（研修部長）
・諸会議、レセプションに関すること（理事長 総務部長）


