
番号 役　名 役員会 氏　名 学　校　名 仕事内容
1 相談役      粂  洋                                         

2 顧問 曽我 有二 あきる野市立五日市中学校 【庶務】

3 部長 ○ 武末　潤 足立区立青井中学校 ＊年間行事予定作成

5 副部長 ○ 井上 武始 大田区立御園中学校 ＊会議･大会等の通知、出張依頼の作成･発送

6 副部長 ○ 青木 信也 武蔵村山市立第四中学校 ＊参加申し込み集約

7 庶務部長 ○ 和久利 雅弘 東大和市立第二中学校 ＊試合結果作成・発送

8 庶務副部長 ○ 石井 達也 大田区立大森第七中学校 ＊名簿管理

9 庶務副部長 ○ 泉  隆一 葛飾区立小松中学校 ＊役員会の司会・進行

10 庶務副部長 ○ 宮崎 太樹 八王子市立ひよどり山中学校 ＊賞状・メダルの準備

11 庶務副部長 ○ 五十里 壮史 獨協中学校 ＊開閉会式の司会・進行等

12 庶務部      森　紀子 稲城市立稲城第三中学校 ＊大会会場での放送・アナウンス

13 庶務部      大嶋 浩司 大田区立大森東中学校 ＊ﾗｲﾝﾃｰﾌﾟ･ｽｺｱｼｰﾄ等消耗品の管理・発注

14 庶務部 仁平 貴士 江戸川区立葛西第三中学校 ＊試合球の確保、交渉

15 庶務部 三浦 和孝 品川区立東海中学校 ＊食事の手配

16 庶務部 山口 あやか 町田市立南中学校 ＊ホームページ・ブログの作成・管理

17 審判部長 ○ 物部 昌太郎 安田学園中学校 ＊プログラム作成

18 審判副部長 ○ 石井 達也 大田区立大森第七中学校 ＊日本協会・都協会登録案内

19 審判副部長 ○ 渥美 雄次 日野市立大坂上中学校 ＊中体連本部との連絡調整

20 審判部      尾石 智洋 東久留米市立西中学校

21 審判部      住母家 誠 江戸川区立鹿骨中学校 【審判】

22 審判部      五十里 壮史 獨協中学校 ＊ルールの確認

23 審判部      前田 憲章 葛飾区立金町中学校 ＊審判割り当て

24 審判部 安藤 幸成 多摩市立青陵中学校 ＊スコアシートの書き方指導

25 審判部      森　紀子 稲城市立稲城第三中学校 ＊各大会のルールの通達

27 審判部      大嶋 浩司 大田区立大森東中学校 ＊審判（関東・全国）

28 審判部      仁平 貴士 江戸川区立葛西第三中学校 ＊審判の育成

29 審判部      野中 速也人 江戸川区立葛西第三中学校                                         

30 競技部長 ○ 住母家 誠 江戸川区立鹿骨中学校 【競技】

31 競技副部長 ○ 安藤 幸成 多摩市立青陵中学校 ＊大会日程・時程の調整及び決定

32 競技副部長 ○ 灘 千賀子 日野市立七生中学校 ＊会場確保

33 競技部      内藤　浩 東久留米市立久留米中学校 ＊会場の準備・片付け

34 競技部 野中 速也人 江戸川区立葛西第三中学校 ＊組み合わせ抽選

35 会計部長 ○ 小松 真吾 杉並区立中瀬中学校 ＊オフィシャル割り当て

37 会計副部長 ○ 小出 由佳里 東久留米市立南中学校 ＊試合記録管理

38 強化研修部長 ○ 尾石 智洋 東久留米市立西中学校 ＊閉会式の成績発表

40 強化研修副部長 ○ 前田 憲章 葛飾区立金町中学校

41 強化研修部 灘 千賀子 日野市立七生中学校 【会計】

42 強化研修部      住母家 誠 江戸川区立鹿骨中学校 ＊参加費の徴収

43 強化研修部 渥美 雄次 日野市立大坂上中学校 ＊役員費・審判費支払い

44 強化研修部 高島 東一 江戸川区立松江第六中学校 ＊消耗品代・会場費の支払い

45 都協会担当主任      石井 達也 大田区立大森第七中学校 ＊食事の費用支払い

46 都協会担当      大嶋 浩司 大田区立大森東中学校 ＊大会プログラムの販売

47 都協会担当 渥美 雄次 日野市立大坂上中学校 ＊予算・決算報告

      

【強化研修】

＊審判講習会の企画・運営

＊指導者講習会の企画・運営

＊親睦会の企画

専門委員 ＊JOC活動計画作成（年間）

101 Aブロック ○ 三浦 和孝 品川区立東海中学校 ＊JOC練習会・選考会の計画/実施

102 Bブロック ○ 野中 速也人 江戸川区立葛西第三中学校 ＊JOC練習試合/練習場所の確保

103 ７ブロック ○ 森　紀子 稲城市立稲城第三中学校

104 ８ブロック ○ 濱仲   章 青梅市立第三中学校 【都協会担当】

105 ９ブロック ○ 長谷川 喜一 府中市立府中第三中学校 ＊都協会の理事会への出席

106 10ブロック ○ 河埜 亮一 国立市立国立第一中学校 ＊情報伝達・交渉（都協会）

107 11ブロック ○ 知名 英則 東久留米市立西中学校

平成27／28年度　東京都中体連　ハンドボール部　役員名簿

   各ブロック専門委員で行います。
☆定例の役員会は、○のついている役員と


