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役職 氏名 所属山岳会 役職 氏名 所属山岳会 

会長 二階堂 章信 大子山岳会 理事 佐藤 信聡 茨城県庁山岳部 

副会長 田所 洋一 常北山水会山岳部 
理事 
会計幹事 

上田 正之 水戸岳友会 

副会長 小森 栄治 水戸葵山岳会 理事 高野 泰夫 勝田あゆみ山好会 

副会長 西内 博 日立山の会 理事 山縣 英直 北茨城山の会 

副会長 海老沢 季雄 ひまわり山の会 理事(兼) 厚谷 綱良 高体連登山専門部 

副会長 川嶋 正人 高体連登山専門部 理事 高田 英行 産総研山の会 

最高顧問 金沢 信二 常北山水会山岳部 理事 河又 清美 常北山水会山岳部 

顧問 雨谷 庸久 茨城県庁山岳部 OB 理事 安島 耕一 大子山岳会 

顧問 窪木 茂美 茨城県庁山岳部 OB 理事 安藤 正一 友部山岳会 

顧問 荒木 浩二 水戸山の会 理事 金沢 満正 日製大みか日立会山岳部 

顧問 是枝 正國 勝田あゆみ山好会 理事 山脇 大輔 
日製日立事業所日立会山
岳部 

理事長 
海外登山委員長 椎名 正明 水戸葵山岳会 理事 田上 正敏 小木津山の会 

副理事長 
競技部長 木村 実 府中山好会 理事 塙 英樹 日立山の会 

副理事長 
事務局長 山田 正巳 ひまわり山の会 理事(兼) 木村 実 府中山好会 

副理事長 厚谷 綱良 高体連登山専門部 理事 石川 昌幸 水戸アルパインクラブ 

常任理事 
指導委員長 中庭 稔 友部山岳会 理事 斉藤 幹夫 水戸ホーム山岳会 

常任理事 
遭難対策委員長 永井 伸幸 水戸葵山岳会 理事 黒沢 昌弘 水戸葵山岳会 

常任理事 
選手強化委員長 森 正夫 

いばらきスポーツクライミング
クラブ 

理事 
会計監事 江幡 龍夫 水戸碧山の会 

常任理事 
競技委員長 長谷川 美玲 高体連登山専門部 理事 榎澤 芳明 水戸山の会 

常任理事 
自然保護委員長 中沢 隆一 常北山水会山岳部 理事 高梨 隆 守谷山の会 

常任理事 
茨城国体委員長 一ノ瀬 正節 勝田あゆみ山好会 

理事 
会計監事 宮本 光長 梁山泊倶楽部 

常任理事 菊池 義孝 高体連登山専門部 理事 竹内 理身 山越倶楽部 

理事 中島 淳 ＡＣＣ-Ｊ茨城 事務局幹事 角田 莞爾 ひまわり山の会 

理事 浜崎 茂 ガンタベルグカメラード 事務局幹事 長瀬 博 ひまわり山の会 

理事 松本 量好 かたつむりの会 
事務局幹事 
(HP) 森 正夫 

いばらきスポーツクライミング
クラブ 

理事 黒沢 勝 すいこう山岳会    

理事 田口 豊秋 ひまわり山の会    

理事 瀬谷 修 茨城モンキーズ    

＜次項に続く（専門委員会）＞ 

 

理事長

会計監事 事務局長

・会計幹事

・事務局幹事

指導委員会 遭難対策委員会 自然保護委員会 海外登山委員会 競技委員会 茨城国体委員会

競技部長

選手強化委員会

会長顧問

副会長
事務局 

〒311-0111 
茨城県 那珂市 後台 1757-3 
山田正巳 方 
Tel/Fax 029-295-0422 
Email: ibarakikengakuren@yahoo.co.jp 

ホームページ 
http://ibaraki-gakuren.sakura.ne.jp 

 



 

茨城県山岳連盟 専門委員会 

2018.04.07 版 
指導委員会 （各種講習会・指導員の認定登録更新に関する業務） 遭難対策委員会 （遭難防止対策、救助隊員の指導等に関する業務） 

委員長 中庭  稔 友部山岳会 委員長 永井 伸幸 水戸葵山岳会 

 宮下 直人 友部山岳会  内田 公平 水戸葵山岳会 

 安藤 正一 友部山岳会  大山 光樹 すいこう山岳会 

 黒澤 勝 すいこう山岳会  山本 広己 ひまわり山の会 

 四倉 保彦 すいこう山岳会  岩佐  弘 ひまわり山の会 

 川村 克明 水戸葵山岳会  小松 正次 ひまわり山の会 

 菊池 正則 水戸葵山岳会  鈴木  幸 ひまわり山の会 

 佐藤 常雄 水戸葵山岳会  中島 進 ひまわり山の会 

 菅谷 政宏 常北山水会山岳部  根本 修一 ひまわり山の会 

 河又 清美 常北山水会山岳部  森岡 昌義 ひまわり山の会 

 海老沢 季雄 ひまわり山の会  門田 孝仁 ひまわり山の会 

 岩佐  弘 ひまわり山の会  坪井 善吉 小木津山の会 

 薄井 晴男 日立山の会  藤枝 泰文 友部山岳会 

 渡邊 一雄 県庁山岳部  宮下 直人 友部山岳会 

      

自然保護委員会 （自然保護に関する業務）    

委員長 中沢 隆一 常北山水会山岳部    

 石川 英雄 常北山水会山岳部    

 助川  勉 常北山水会山岳部 競技委員会 （競技会の運営、クライミング講習会に関する業務） 

 鈴木 次夫 常北山水会山岳部 競技部長 木村 実 府中山好会 

 菊池 ヒロ子 すいこう山岳会 委員長 長谷川 美玲 高体連登山専門部 

 秋元 智之 小木津山の会  瀬谷 修 茨城モンキーズ 

 林中 俊雄 小木津山の会  小森 栄治 水戸葵山岳会 

 田上 正敏 小木津山の会  白石 忠男 水戸葵山岳会 

 柴田 美知代 小木津山の会  薄葉 幸男 茨城モンキーズ 

 山本 廣巳 ひまわり山の会  長谷川 国広 茨城モンキーズ 

 田口 豊秋 ひまわり山の会  厚谷 綱良 高体連登山専門部 

 大関  清 ひまわり山の会  安部 勝義 常北山水会山岳部 

 中島 進 ひまわり山の会  宮下 直人 友部山岳会 

 益子 藤男 ひまわり山の会  笠原 健一 水戸葵山岳会 

 門田 孝仁 ひまわり山の会  佐藤 正彦 水戸葵山岳会 

 鈴木 浩 個人会員    

 宮本 光長 梁山泊倶楽部    

 吉田 治彦 梁山泊倶楽部 ジュニア担当 （高体連登山部との連絡提携を主に担当する業務） 

 竹村 眞尚 梁山泊倶楽部  菊池 義孝 高体連登山専門部 

 田中 正博 梁山泊倶楽部    

 田中 厚子 梁山泊倶楽部 選手強化委員会 （選手強化・チームいばらきに関する業務） 

 渡邊 英裕 梁山泊倶楽部 委員長 森 正夫 いばらきスポーツクライミングクラブ 

 松崎 博司 梁山泊倶楽部  厚谷 綱良 高体連登山専門部 

 井原  隆 梁山泊倶楽部  長谷川 美玲 高体連登山専門部 

 小倉 利男 梁山泊倶楽部  広畠 裕士 すいこう山岳会 

 薄井 晴男 日立山の会  高森 利光 水戸葵山岳会 

 荻巣 潤一 かたつむりの会  國井 敬一 すいこう山岳会 

 千歳 正則 かたつむりの会  瀬谷 修 茨城モンキーズ 

 梶山 敏之 かたつむりの会  種村 閑 水戸葵山岳会 

 北村 知之 水戸葵山岳会  佐藤 正彦 水戸葵山岳会 

 竹内 理身 山越倶楽部    

 鶴町 文男 山越倶楽部    

   茨城国体委員会 （茨城国体に関する業務） 

   委員長 一ノ瀬 正節 勝田あゆみ山好会 

    黒沢 昌弘 水戸葵山岳会 

    大谷 裕一 水戸葵山岳会 

海外登山委員会 （海外登山に関する業務）  小沼 明美 水戸葵山岳会 

委員長 椎名 正明 水戸葵山岳会  笠原 健一 水戸葵山岳会 

 白石 忠男 水戸葵山岳会  菊地 信也 水戸葵山岳会 

 岩佐  裕 ひまわり山の会  山下 智志 水戸葵山岳会 

 村田 和子 北茨城山の会    

      

 


