
関係外部団体役員
全日本柔道連盟 富山県県体育協会
特別審議員 橘川　謙三 理事 楠　　一雄
参与 石黒　光祐 評議員 小川　和夫
参与 橘川　謙三
代議員 橘川　謙三

北信越柔道連盟 全日本柔道少年団
会長 橘川　謙三 理事 内河　健二
副会長・理事 原　　孝典
評議員 小川　和夫
  〃 （幹事） 平田　裕康 全国少年柔道協議会
審議員 楠　　一雄 委員 内河　健二
  〃 石黒    昇
事務局長 松井紳一郎

富山県柔道連盟委員会
最高審議会
橘川　謙三 原　　孝典 酒井　　潔 高見　敏典 北見　敏明 清水　国夫
楠　　一雄 小川　和夫 川邊　莞二 小竹  一良 石黒　　昇 松井紳一郎
矢木  義人

中央審議会
橘川　謙三 原　　孝典 島　　浩史 内山　  昭 楠　　一雄 小川　和夫
角谷  敬一 平田　裕康 寺澤　寿志 松田  正美 中川　佳親 向　健之輔
矢木  義人

審判審議委員会
橘川　謙三 川口　慶和 原　　孝典 小竹　一良 楠　　一雄 中村　　彰
小川　和夫 関森　義徳 北見　敏明 平田　裕康

柔道ＭＩＮＤ委員会
委員長 平田裕康 副委員長 高瀬　　宏
委　員 村田　　悟 山﨑  浩一 西浦　　毅 舟戸  保典

事故防止委員会
委員長 平田裕康 副委員長 高瀬　　宏

三箇　康正 竹田    聡 細呂木　孝 荒井　誠一 梶谷　正道
上田　　勝 角谷  敬一 按田　勝仁 内河　健二 田辺多香子
吉見  浩二 河西　正晴

規約改正委員会
委員長 小川　和夫

石黒　昇 原　　孝典 内山　  昭 北見　敏明 楠　　一雄
伊東　　宏 平田　裕康 高瀬　　宏

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 深川　　勇

実業団大会準備委員会
委員長 岩脇　　聡
委　員 村田　憲三 按田　勝仁 二瀬  寛之 高瀬　　宏

委　員

委　員
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公益財団法人講道館 http://kodokanjudoinstitute.org/
〒 112-0003 東京都文京区春日１丁目１６番３０号

道場指導部

TEL 03-3818-4171 FAX 03-3818-5828
総務部（庶務関係）

TEL 03-3811-7152 FAX 03-3811-7151
国際部

TEL 03-3818-4172 FAX 03-3814-2918 e-mail: intl@kodokan.org
経理部

TEL 03-3818-4179 FAX 03-3814-2918
審議部【入門・昇段年月日に関する問い合わせ】

TEL 03-3811-7153 ～ 7154 FAX 03-3811-8813
図書資料部

TEL 03-3818-4562 FAX 03-3818-4565 e-mail: lib@kodokan.org
総務部（業務関係） 【宿泊施設に関する問い合わせ】

TEL 03-3811-7155 FAX：03-3818-3614
編輯部

TEL 03-3818-4191 FAX：03-3811-5765 e-mail: edit@kodokan.org
全日本学生柔道連盟 http://www.gakujuren.or.jp/

TEL 03-3818-1587
全日本柔道少年団

TRL 03-3818-4264 FAX03-3818-5644
東京都柔道連盟 http://www.tojuren.or.jp/

TEL 03-3818-4246
講道館大阪国際柔道センター

〒 536-0022 大阪市城東区永田 4-15-11
TEL 06-6961-0640 FAX 06-6965-1559

公益財団法人全日本柔道連盟 http://www.judo.or.jp/

■事務局

〒 112-0003 東京都文京区春日 1-16-30 講道館本館 5F
TEL 03-3818-4199（代表）

企画部 企画課登録係【全柔連登録に関する問い合わせ】

TEL 03-3818-4628
企画部 企画課広報係【広報関係に関する問い合わせ】

TEL 03-3812-3944

■全柔連分室

〒 113-0033 東京都文京区本郷 1-33-13 日本生命春日町ビル 7F
競技部 大会事業課

TEL 03-3818-4392
競技部 国際課

TEL 03-3818-5009
総務部 総務課【物品販売に関する問い合わせ】

TEL 03-3818-4199



富山県柔道連盟 http://www.judo-toyama.jp/
■事務局

〒 930-2236 富山市布目旭３５２５－２(総務部長 高瀬 宏方)

TEL080-4575-6319

公益財団法人富山県体育協会 http://www.toyama-sports.or.jp/
〒 939-8252 富山市秋ヶ島１８３

TEL076-461-7138 FAX076-461-7139

県営富山武道館
〒 930-0858 富山市牛島町２－１０

TEL/FAX 076-431-0170

県営高岡武道館
〒 933-0864 高岡市関町７２

TEL/FAX076624-1438

公益社団法人富山県柔道整復師会 http:/www./jusei-toyama.org
〒 930-0096 富山市舟橋北町３－７

TEL076-433-8621 FAX076-433-8642

立山町武道館
〒 930-0255 中新川郡立山町向新庄１２３番地

TELFAX076-463-5077

アルビス小杉総合体育センター
〒 939-0351 射水市戸破３１１１番地

TEL0766-55-3000 FAX 0766-55-3062

新湊アイシン軽金属スポーツセンター
〒 934-0039 射水市久々湊４６７番地

TEL/FAX 0766-82-8277




