
委 員 長

北村 征彦 木下 洋介 久野 功二 中路 エミ子 野口 明子 内野 弘子

藤田 昭比古 岳藤　翔 小山 和洋 永山 安幸

荒木 康正 藤田 昭比古 植田 良子 森山 伸治 高橋 賢一 緒方 大輔

木下 洋介 白石 洋一郎 久野 功二 岳藤　翔 木村 忠義 近藤 みどり

小山 和洋

北村 征彦 田井村 明博 平川 義隆 山本 徳吉 久岡 宗智 内野 弘子

峯　寿子 喜多 ともえ 田中 恵里香 菅 晴瑠奈 松崎 ヨシ子

田中 洋一 白石 洋一郎 冨永 亮介 寺園 博一 森　祐介 箕田 夢大

三井所 静夫 北村 貴志 渡邊　恵 原口　真 三井所 浩一 玉島 健太郎

冨永　透 原口　隆 夏井 一生 内野 勇次 野副 元起 中体連専門委員

小山 和洋 谷　啓二 岳藤　翔 荒木 和子 森山 伸治 高体連専門委員

冨永　透 谷　啓二 木原　敦 武田 一良 原口 幸雄 松尾 慶輔

冨永 亮介 禿　　武 浅田 浩彦 古川 卓彦 河田　純 柴田 浩志

夏井 一生 渡邊　惠 岳藤　翔 沖田 健二 柳田 謙一 瀬戸　翼

荒木 康正 濱田　環 緒方 大輔 谷　裕也 浦川 朱里 本木 京花

医科学 田井村 明博 荒木 康正 渡邊　惠 夏井 一生 川上　勝臣 馬場　誠士朗 長崎大学医学部

小山 和洋 塚本 喜勝 峯　寿子 森　洋一 高橋 賢一 湯川 幸太郎

野副 元起 吉川 三重子 石橋 晴美

北山 智之 松尾 勇哉 片桐 弘喜 松本 貴大 林田 裕貴 松本 敏勝

渡辺　慎 松本 美友 土橋 拓太 後藤 ゆうか 工藤 壮一郎 高尾 美依亜

アーティスティック
スイミング

木下 洋介 木下 悦子 木下 早苗

飛込み 伊地知 健 小山 和洋

日本泳法 平川 義隆 北村 征彦 浅岡 泰彦 松尾 清治 力久 敦彦 城戸 弘史

オープンウォーター 久岡 宗智 三井所 静夫 飯盛 久輝

情報システム 　寺園 博一　 谷　啓二 内野 弘子 内野 勇二 久岡 宗智 森山 伸治

障害者 永山 安幸 野口 明子 中路 エミ子 池田 博子

平川 義隆

森山 伸治

アーティスティックスイミングの普及・選手の強化
育成・技術の向上・指導者の養成にあたる

水   球

選手の強化育成・技術の向上、研究にあたる

水球の普及・選手の強化育成・技術の向上・
指導者の養成にあたる

坂本 博文

マスターズの普及にあたる

障害者大会等の運営指導にあたる

情報の収集・記録の整理にあたる

競    泳

オープンウォーターの普及・指導者の養成にあたる

飛込みの普及・選手の強化育成にあたる

マスターズ

水泳の普及・指導者養成・研修会・講習会の実施
計画・派遣事業及び資格認定に関する処理にあたる

地域指導 野口 明子

庶務一般・予算・年間事業計画・機関誌の発行
表彰者選考及び施設等に関する処理にあたる

北村 貴志

競技運営

予算に応じた財源確保の計画・立案にあたる
広告に関する趣意書・領収書・礼状の作成にあたる

　　　　　　(一社)長崎県水泳連盟専門委員会組織及び業務内容  　　　　　2021年4月1日～2023年3月31日

業  務 内  容

総   務

委        員

競技会日程・開催の計画・実施要項の作成・
競技役員の養成・資格認定に関する処理にあたる

日本泳法の普及・指導者の養成にあたる

医科学等の調査研究にあたる

原口　真

荒木 康正

財   務
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