
現職部長等（特別会員）

役職 氏名 在任期間 備考

部長 山川　淳也 平成　　年　　月　～ 平成１０年　８月　～　平成　　年　月：　副部長、正会員

競泳監督 中田　征克 平成１４年　９月　～ 平成１４年　９月　～　平成　　年　月：　競泳コーチ

水球監督 塩田　義裕 平成２６年　１月　～

顧問 守本　純 平成　　年　　月　～ 平成　５年　４月　～　平成　　年　月：　部長

顧問 宮﨑　尚 機械材料工学科　助教

顧問 稲木　豊彦 教務課　技官

顧問 佐藤　達朗 防衛学群　教授、正会員

顧問 石橋　卓弘 防衛学群　教授、正会員

顧問 宮本　美緒 小隊指導教官、正会員

顧問 内山　雄太 訓練課、正会員

顧問 小林　千恵 理工学研究科

顧問 松谷　亮輔 国内大学院受験準備

部外顧問 佐藤　かほり 洗足学園音楽大学

歴代部長等（特別会員） 赤字：　故人

役職 氏名 在任期間 備考 役職 氏名 在任期間 備考

元監督 田中　啓二郎 昭和３９年　～　昭和６２年 元顧問 山口　雅史 平成１１年　４月　～　平成１３年　３月

元監督 名取　正也 昭和６２年　４月　～　平成１０年　４月　 元顧問 高橋　暁生 平成１２年　４月　～　平成１４年　３月

元水球監督 渡辺　新一郎 平成１０年１０月　～　平成２６年　１月 昭和６１年４月　～　平成１０年９月：　水球コーチ 元顧問 塩入　英明 平成１３年　４月　～　平成１５年　３月

元競泳監督 石井　宏治 平成　２年　６月　～ 元顧問 水口　彰 昭和５２年　３月　～　昭和５４年　３月 正会員

元部長 大横田　努 昭和３２年　８月　～　昭和３３年１２月 元顧問 落合　畯 昭和５２年　３月　～　昭和５４年　１月 正会員

元部長 阿部　平次郎 昭和３３年１２月　～　昭和３６年　５月 元顧問 嶋田　浩三 昭和５１年　４月　～　昭和５３年　３月 正会員

元部長 松島　茂雄 昭和３６年　５月　～　昭和３７年　１月 元顧問 越智　勝也 昭和５６年　７月　～　昭和５９年　８月 正会員

元部長 大迫　吉二 昭和３７年　１月　～　昭和３９年 元顧問 和田　晃 昭和５８年　１月　～　昭和５８年１２月 正会員

元部長 原　範平 昭和３９年　　　　 ～　昭和４０年１２月 元顧問 荒関　均 昭和５８年　３月　～　昭和６０年　３月 正会員

元部長 岡上　恵 昭和４０年１２月　～　昭和４１年１２月 元顧問 畑田　実 昭和５８年　８月　～　昭和６０年　８月 正会員

元部長 池内　八郎 昭和４２年　４月　～　昭和５０年　５月 元顧問 平山　助成 昭和５９年　３月　～　昭和６１年　２月 正会員

元部長 土肥　祥壮 昭和５０年　５月　～　平成　５年　４月 元顧問 木村　達人 昭和６２年　８月　～　平成　２年　８月 正会員

元部長 守本　純 平成　５年　４月　～ 元顧問 上床　健治 平成　２年　　　　 ～　平成　３年　８月 正会員

元コーチ 奥野　景介 平成　５年１１月　～　平成１４年　３月 元顧問 坂上　禎 平成　３年　８月　～　平成　５年　３月 正会員

元顧問 長倉　義春 昭和３２年　　　　 ～　昭和３３年 元顧問 田中　和男 平成　５年１１月　～　平成　７年 正会員

元顧問 柏木　豊治 昭和３４年　　　　 ～　昭和３５年 元顧問 山崎　繁 平成　６年　４月　～　平成　９年　３月 正会員

元顧問 黒岩　成人 昭和３５年　　　　 ～　昭和３６年 元顧問 垂水　達雄 平成　７年　　　　 ～　平成　９年　３月 正会員

元顧問 今井　泰正 昭和３５年　　　　 ～　昭和４３年 元顧問 石橋　卓広 平成１０年　４月　～　平成１１年　３月 正会員

元顧問 佐々木　郁郎 昭和４２年　　　　 ～　昭和４３年 元顧問 真殿　知彦 平成　９年　４月　～　平成１１年　３月 正会員

元顧問 石崎　勝之助 昭和４３年　　　　 ～　昭和４５年 元顧問 鬼ヶ原　健 平成　９年　４月　～　平成１１年　３月 正会員

元顧問 橋本　孔成 昭和４５年　　　　 ～　昭和４７年 元顧問 後藤　孝 平成１０年　４月　～　平成１２年　３月 正会員

元顧問 牧　太刀郎 昭和４７年　　　　 ～　昭和４９年 元顧問 北御門　裕 平成１０年　４月　～　平成１２年　３月 正会員

元顧問 大島　俊保 昭和４９年　８月　～　昭和５１年　８月 元顧問 正村　憲史 平成　６年　４月　～　平成１２年　３月 正会員

元顧問 小野　昭光 昭和４９年　８月　～　昭和５１年　４月 元顧問 吉田　剛 平成１１年　４月　～　平成１３年　３月 正会員

元顧問 川崎　貴剛 昭和５２年１２月　～　昭和５５年　１月 元顧問 星野　浩幸 平成１１年　８月　～　平成１３年　８月 正会員

元顧問 北川　勲 昭和５３年　３月　～　昭和５６年　３月 元顧問 三上　大二 平成　７年　４月　～　平成　９年　３月 正会員

元顧問 中村　崎男 昭和５７年　８月　～　昭和５９年　８月 平成１１年　４月　～　平成１３年　３月

元顧問 小山　三郎 昭和５１年　６月　～　昭和６２年　３月 元顧問 佐藤　一也 平成１１年　４月　～　平成１３年　３月 正会員
平成　２年　８月　～　平成　９年　３月 元顧問 岡　一郎 平成１２年　４月　～　平成１４年　３月 正会員

元顧問 浅利　修三 昭和５９年　３月　～　昭和６２年　３月 元顧問 田中　あすか 平成１２年１２月　～　平成１４年１２月 正会員

元顧問 関根　義彦 昭和５８年　４月　～　昭和６３年　９月 元顧問 明石　喜雄 平成１３年　４月　～　平成１５年　３月 正会員

元顧問 原田　敬三 昭和６３年　４月　～　平成　２年　４月 元顧問 西田　貴之 平成１４年　４月　～　平成１５年　３月 正会員

元顧問 山下　継明 昭和６３年　　　　 ～　平成　２年　４月 元顧問 寺田　至 平成　６年　４月　～　 正会員

元顧問 竹内　信一 平成  元年　４月　～　平成　３年 元顧問 内藤　亮 平成１４年　４月　～　平成１６年　３月 正会員

元顧問 若月　仲和 平成  元年　８月　～　平成　２年　８月 元顧問 井上　亘 平成１４年　４月　～　平成１６年　３月 正会員

元顧問 力丸　義史 平成　　３年　　　　 ～　平成　５年　３月 元顧問 大土井　一史 平成１４年　４月　～　平成１６年　３月 正会員



元顧問 長尾　秀史 平成　４年　９月　～　平成　６年 元顧問 松家　秀平 平成　３年　４月　～　平成　５年　３月 正会員

元顧問 青木　義広 平成　８年　４月　～　平成１０年　７月 平成１５年　４月　～　平成１７年　３月

元顧問 寺井　優子 平成　８年　８月　～　平成１１年　８月 元顧問 原木　大輔 平成１５年　４月　～　平成１７年　３月 正会員


