
平成22年度　各部委員会名簿 （平成21年10月25日　理事会承認）

委員長 佐藤　昭 早稲田 委員長 千葉將行 法政 委員長 財前孝広 早稲田 委員長 神崎信彦 中央 委員長 内山勝廣 専修
委員 佐々木貞昭 専修 副委員長 黒岩和夫 東京 委員 野田直樹 武蔵 副委員長 渡辺正浩 京都産業 委員 島田正之 法政
委員 若月　等 近畿 委員 内海碩男 東洋 委員 北田友宏 東京 委員 池田英俊 専修 委員 森　千尋 東洋
委員 高橋光二 同志社 委員 佐々木貞昭 専修 委員 奥村義彰 専修 委員 湯川邦隆 國學院
委員 佐藤喜員 東海 委員 波塚　恵 日本女子体育 委員 荒井琢磨 中央 委員 尾西則昭 中京
委員 宮嶋　啓 早稲田 委員 小笠原和人 東京 委員長 相沢剛彦 一橋 委員 山崎真喜 東洋
委員 内海碩男 東洋 委員 財前孝弘 早稲田 委員 原　茂樹 甲南 委員 山尾教顕 東洋
委員 小倉宇思 武蔵 委員 北田友宏 東京 委員 嵯峨井一弘 北海道 委員 斉藤主計 京都産業 委員長 山田和由 早稲田
委員 林　健一郎 東京農業 委員 西　裕之 愛知工業 委員 三好英次 法政
委員 近藤昌行 日本体育 委員 足立麻由佳 武庫川女子 委員 中越靖也 専修

委員長 千葉將行 法政 委員長 字原　透 明治学院 委員 大川哲也 同志社 委員 上野　隆 中央
副委員長 佐々木　峻 日本体育 委員 中川建二 亜細亜 委員 高沢公治 中央

委員長 小林　規 東京 副委員長 倉田秀道 早稲田 委員 小笠原和人 東京 委員 森　　敏 中京
委員 三好英次 法政 委員 浅野泰一 甲南 委員 鈴木国彦 東洋 委員長 杉山裕彦 法政 委員 小泉　敦 青山学院
委員 藤田善也 早稲田 委員 若月　等 近畿 委員 北村勝郎 明治 副委員長 澤野　博 日本体育
委員 倉田秀道 早稲田 委員 山田大介 中京 委員 岡田利修 早稲田
委員 佐藤寛明 早稲田 委員 近藤昌行 日本体育 委員 江口典秀 順天堂 委員長 大久保賢司 明治
委員 竹田正樹 同志社 委員 北村勝朗 明治 委員長 近藤昌行 日本体育 委員 牧原　統 国士舘 委員 安達和昭 専修
委員 吉岡伸輔 東京 委員 青井冨雄 慶応義塾 委員 増田佳之 慶応義塾 委員 岡澤研太 國學院 委員 大洞崇之 専修
委員 森　　敏 中京 委員 浜野栄夫 東京 委員 高橋　稔 名城 委員 新井　潤 京都
委員 鷲見靖彦 資格者 委員 中山普治 大阪産業
委員 水落文夫 資格者 委員長 黒岩和夫 東京 委員 一戸　剛 早稲田
委員 倉石一枝 資格者 副委員長 佐々木貞昭 専修 委員長 萬羽琢哉 中央 委員 坂本観泰 学習院
委員 井上宣克 資格者 委員 内海碩男 東洋 委員 倉田秀道 早稲田 委員 石戸谷洋平 近畿

委員 倉田秀道 早稲田 委員 青井冨雄 慶応義塾 委員 小田正紀 近畿
委員 梨本　享 慶応義塾 委員 野呂泰文 近畿

委員長 佐藤　昭 早稲田 委員 木村瑞生 順天堂
委員 千葉將行 法政 委員長 黒岩和夫 東京 委員 斎藤公一 亜細亜
委員 佐々木貞昭 専修 副委員長 小倉宇思 武蔵 委員 大井英利 亜細亜 委員長 小川孝博 札幌
委員 内海碩男 東洋 委員 内海碩男 東洋 委員 永田　聡 龍谷 委員 武藤慶太 中央
委員 小倉宇思 武蔵 委員 小笠原和人 東京
委員 波塚　恵 日本女子体育 委員 字原　透 明治学院
委員 坂本観泰 学習院 委員 倉田秀道 早稲田 委員長 江川　淳 近畿 委員長 高波松男 早稲田

委員 鈴木但己 早稲田 委員 丸山寿一 早稲田
委員 細川勝人 法政

委員長 浅野泰一 甲南 委員 安村英彦 専修
副委員長 内海碩男 東洋 委員 長浜一年 専修 委員長 柴田元也 日本体育
委員 中野信朗 東北学院 委員 横山久雄 中央 委員 首藤隆志 日本体育
委員 山田大介 中京 委員 山口　寿 亜細亜
委員 高橋光二 同志社 委員 山口辰也 明治

委員長 黒岩和夫 東京
副委員長 相沢剛彦 一橋
委員 内海碩男 東洋
委員 小笠原和人 東京

教育部強化委員会（2名）

アルペン部運営委員会（11名）

アルペン部強化委員会（7名）

クロスカントリー部運営委員会（8名）

クロスカントリー部強化委員会（8名）

コンバインド部運営委員会（5名）

コンバインド部強化委員会（7名）

ジャンプ部運営委員会（10名）

ジャンプ部強化委員会（2名）

教育部運営委員会（2名）

規約検討委員会(6名）

支部設立準備委員会（5名）

公益法人申請委員会(4名）

総務委員会（3名）

財務委員会（3名）

運営委員会（5名）

メディア広報委員会（3名）

インカレ検討委員会（10名）

医科学委員会（12名）

2・3・4部対策委員会（７名）

倫理委員会（8名）

マーケッテング委員会（9名）

資格審査委員会(4名）

競技本部直轄委員会 総務本部委員会総務本部直轄委員会 競技本部本部委員会 競技本部本部委員会


