
役　　職 氏　　　名 所属 備　　　　　　考

会長 黒目　篤男 立川 （一社）日本TBG協会 理事

副会長 原島　　稔 江戸川 東京都ＴＢＧ協会事務局長

理事長 甲原　正則 昭島

専務理事 塩山　孝子 中央

常任理事 田中　律孝 江東

〃 下島　一機 武蔵野

〃 秋山　光博 国分寺 東京都ＴＢＧ協会広報委員長

〃 竹之内千恵子 小平 東京都ＴＢＧ協会普及委員長

〃 村上　三雄 町田

〃 鈴木　本司 杉並 東京都ＴＢＧ協会会計

〃 土定　政夫 江戸川 東京都ＴＢＧ協会競技委員長

理　事 中山　富夫 日野

〃 樋口　陽久 西東京

〃 中沢　　寿 立川

〃 石垣　雅己 多摩

〃 榎本　茂子 府中

〃 五十嵐　忠 八王子

〃 河野　幸子 練馬

〃 岡田　　操 国立

〃有識者 根岸　仙太郎 日野 元東京都ＴＢＧ協会常任理事

〃有識者 勝山　景之 元東京都レクリェーション協会専務理事

監　事 伊藤　英彦 八王子 （一社）日本TBG協会 理事

〃 田中　晴夫 国分寺

令和３・４年度 東京都TBG協会役員



令和３・４年度各委員会構成 順不同

ＮＯ 役　　職 氏　　名 所　　属 ＮＯ 役　　職 氏　　名 所　　属
1 委員長 土定　政夫 江戸川 1 委員長 竹之内　千恵子 小平

2 副委員長 下島　一機 武蔵野 2 副委員長 田中　律孝 江東
3 委員 石垣　雅己 多摩 3 副委員長 五十嵐　忠 八王子
4 委員 水沢　武男 江東 4 委員 塩山　孝子 中央

5 委員 山田　繁男 国分寺 5 委員 村上　三雄 町田
6 委員 中沢　　寿 立川 6 委員 鈴木　本司 杉並

7 委員 樋口　陽久 西東京 7 委員 中山　富夫 日野
8 委員 吉田　勝次 八王子 8 委員 鎌形　忠吾 三鷹
9 委員 武石　弘之 杉並 9 委員 松村　弘登 東久留米

10 委員 河野　幸子 練馬 10 委員 岡田　　操 国立

11 委員 榎本　茂子 府中 11 委員 笹井　國満 国分寺
12 委員 勝部　富士夫 小平 12 委員 小峰　　隆　 昭島
13 委員 檀上　浩二 日野 13 委員 斉藤　博文 江戸川

14 委員 四ノ原  治美 東久留米 14 委員 山田　信裕 小金井

　

ＮＯ 役職 氏名 所属 ＮＯ 役職 氏名 所属

1 委員長 秋山　光博 国分寺 1 委員長 黒目　篤男 立川

2 委員 小野　理文 多摩 2 副委員長 原島　　稔 江戸川

3 委員 榎本　茂子 府中 3 副委員長 甲原　正則 昭島

4 委員 山田　信裕 小金井 4 委員 塩山　孝子 中央

5 委員 藤田　幸子 5 委員 秋山　光博 国分寺

6 委員 竹之内　千恵子 小平

7 委員 土定　政夫 江戸川

ＮＯ 役職 氏名 所属 ＮＯ 役職 氏名 所属

1 事務局長 原島　　稔 江戸川 1 委員長 黒目　篤男 立川

2 総務 下島　一機 武蔵野 2 委員 下島　一機 武蔵野

3 総務 土定　政夫 江戸川 3 委員 土定　政夫 江戸川

4 会計 鈴木　本司 杉並 4 委員 水沢　武男 江東

5 会計 藤田　幸子 5 委員 山田　繁男 国分寺

6 委員 勝部　富士夫 小平

組織構成 7 委員 檀上　浩二 日野
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