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一般会計管理

ｽｸｰﾙ内諸行事

用具

夏季行事 ①中学主任

①ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ大会 ②1年主任/中島

②八ヶ岳研修 ③5年主任

③嬬恋合宿

安全衛生管理 山本　朗

対外渉外 島田　顕

広報担当 廣野　聡一郎

勧誘 梶原　雅典 飯田　隆 廣野　聡一郎

廣野　聡一郎 佐久間　象山 青木　孝哲 長谷川　茂夫 樫原　敦史

中島　淳司 八尋　耕介 佐藤　博紀 富田　省吾 高野　繁雄

黒木　輝久 吉田　広

佐藤　忠邦 保坂　岳志

久保田　修

長谷川　健

青木　孝哲

ｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ企画 6年生指導員

飯田　隆
加治屋　孝

総務総括管理

事務長
伊藤　克実
副事務長
島田　顕

GM
加治屋　孝

ﾚﾌｪﾘﾝｸﾞﾏﾈｼﾞｬｰ

財務統括管理
副校長

伊藤　克実

ｲﾍﾞﾝﾄ企画運営

ｺｰﾁﾝｸﾞﾏﾈｼﾞｬｰ

名誉校長
粕谷　行雄

校長
渡邉　信博

市協会会長
宍戸　栄

親の会会長
宇佐美　知紀

顧問
宍戸　栄

高田　晴彦
志村　清治
山崎　定



責務

名誉校長 粕谷　行雄

顧問 宍戸　栄 高田　晴彦 志村　清治 山崎　定

校長 渡邉　信博 スクール統括

副校長兼事務長 伊藤　克実 財務統括管
理、スクール
統括補佐

副事務長 島田　顕 総務統括管
理、事務諸手
続

GM 加治屋　孝 業務遂行統
括管理、ス
クールマネジ
メント

安全対策 山本　朗 安全

保険 山本　朗 保険

会計 飯田　隆 会計・慶弔

一般財務管理 加治屋　孝 一般財務

用具管理 加治屋　孝 用具

夏季行事 中学主任(ジャンボリー）　中島　淳司、1年主任(八ヶ岳）　5年主任（嬬恋） 企画・会計

渉外 島田　顕 渉外
広報 廣野　聡一郎（広報）　青木　孝哲（HP)　伊藤　克実、加治屋　孝（FB) 広報
勧誘 梶原　雅典 飯田　隆 廣野　聡一郎 勧誘

イベント企画運営 リーダー 廣野　聡一郎 中島　淳司 青木　孝哲 八尋　耕介

佐久間　象山 佐藤　博紀 イベントI
サポート 黒木　輝久 長谷川　茂夫 吉田　広 樫原　敦史 イベントII

高野　繁雄 富田　省吾 保坂　岳志

コーチングマネージャー 佐藤　忠邦 久保田　修 指導者育成

レフリングマネージャー 長谷川　健 青木　孝哲 レフリー育成

コミュニケーション ミニ6年生指導員 親睦会

グランド調整 加治屋　孝 グランド調整

会計監査 宍戸　栄 宇佐美　知紀 会計監査

スクールドクター 坂本　庄吾 久保村　達也
スクールトレーナー 乾　智幸 八尋　耕介 石田　壮登

主任コーチ
幼児 島田　顕 幼児 島田　顕 横山　徹 北口　誠 梶原　雅典 山上　良一 飯田　隆 岩渕　良紀 長谷川 千彰 樋口 明菜 吉田 省三 丸石　豪 秋本　大輔
低学年 中島　淳司 1年 佐藤　博紀 橋本　哲夫 黒木　輝久 覺来　博次 木下　雄介

佐藤　博紀 2年 中島　淳司 富田　省吾 夏山　真也 長谷川　茂夫 佐藤　良邦 上條　佑介 小池 智也
中学年 佐久間　象山 3年 高吉　宏和 小川　孝志 奥谷　次郎　 赤池　博 足達　裕史 玉村泰之 小竹　淳夫

高吉　宏和 4年 佐久間　象山 久保　孝文 横山　彰人 河合　良太 平間　好行 林　建志 青木　孝哲
高学年 八尋耕　介 5年 八尋　耕介 木村　大輔 廣野　聡一郎 佐藤　忠邦 中條 明弘 小泉 安弘

保坂　岳志 6年 保坂　岳志 堀　真人 樫原　敦史 大兼　久佳 山上　泰輔 吉田　広
中学生 久保田　修 統括　加治屋 中学 久保田　修 高野　繁雄 大久保　健一 野々村　年伸 長谷川　健 山本　朗 和田 剛 伊藤　輝哉

幼児・低学年
基礎スキル指導

夏山　真也

中・高学年
基礎スキル指導

林　建志

責務内容担当者運営役員

スクール内イベント企画、リクリエーション・ハイキング企画・運営、体育の日事業企画・運営、交流試合大会企画・運
営、スクール内諸イベント企画書作成、各イベントの案内書作成・連絡
スクール外イベント連携・連絡、各高校、大学、社会人のラグビーフェスティバルの連絡・調整、タグ協会、タッチ協会と
の連携・企画、渉外との連携、外部イベント企画書作成、案内書作成・連絡

県協会コーチ部会との連携、コーチ育成、コーチ育成計画作成、コーチ資格取得者への受講案内、手引き、斡旋、指
導員へのコーチング紹介、スクールの指導方針、練習方法策定、技術指導、指導員育成、指導員研修会対応

県協会レフリー部会との連携、レフリー育成、レフリー育成計画作成、レフリー資格取得者への受講案内、手引き、斡
旋、取り纏め、申し込み、指導員へのルール伝達、スクール指導員のレフリング技術向上推進

親の会との親睦、スクール親睦会の企画・設定、幹事

市協会グランド確保との連携、スクールでの使用調整、割り当て

財務統括、スクール資金総括管理、各担当者への資金配布調整、校長の補佐、校長不在時の代理
スクール生徒及び指導者の申込み・受付・登録管理、日本協会加盟手続き、生徒名簿作成、指導者名簿作成、管理、
諸資格保持者名簿作成、管理、夏季合宿申込み受付・登録管理、指導員ジャージの手配、県スクール事務局との連
携、スクール内諸連絡・通知・案内、親の会との諸連絡・通知・案内、とどろき会の取り纏め、修了証の作成・発注

事務長補佐　スクール生徒及び指導者の申込み・受付・登録管理、日本協会加盟手続き、生徒名簿作成、指導者名
簿作成、管理、諸資格保持者名簿作成、管理、夏季合宿申込み受付・登録管理、指導員ジャージの手配、県スクール
事務局との連携、スクール内諸連絡・通知・案内、親の会との諸連絡・通知・案内、とどろき会の取り纏め、修了証の作
成・発注、忘れ物管理

スクールトータルマネジメント、コーディネート、総務会、幹事会の設定・取り纏め、議事録作成・管理、各運営委員との
連携・橋渡し、各運営、企画が円滑に行われるためのマネジメント、サポート、スチューデントシート斡旋、対応

県協会安全対策との連携、スクール安全衛生管理・指導、案内、安全衛生研修会対応、SA認定講習会、安全推進講
習会周知ならびに受講斡旋、落雷・豪雨・竜巻・地震等防災対策

生徒の保険加入・請求及び諸手続き

入校会計、夏季イベント会計、諸一般支払および管理集計、一般支出金管理・慶弔金・交通費・用具費等、会計報告
書作成、会計報告

指導員

スクールの代表としてスクールの総理に努める

スクール用具管理、受注発注、スクール医薬品管理、受注発注

ジャンボリー、八ヶ岳研修、嬬恋合宿の企画運営・計画・日程計画・宿泊手配、会計

対外的業務、対外的連絡、交渉
県協会広報との連携、スクール広報、スクールHP、スクールFB

スクール用具会計

指導員の勧誘、生徒の募集、勧誘・募集要項作成、企画および実施

会務監査

統括コーチ



責務
評議委員会 渡邉　信博 評議
ジュニア部会 和田　剛 野々村　年伸 ジュニア競技
ジュニア一貫 大久保　健一 佐藤　忠邦 ジュニア一貫
競技部会 保坂　岳志 堀　真人 中島　淳司 ミニ競技
コーチ部会 佐藤　忠邦(ミニ)久保田　修(ジュニア) コーチング
コーチ部会(コーチング・S&C) 玉村　泰之　八尋　耕介　佐藤　忠邦 コーチング
レフリー部会 青木　孝哲(ミニ）長谷川　健（ジュニア）　 レフリング
事業部会 佐藤　博紀 島田　顕 事業
広報・普及部会 廣野　聡一郎 広報
県協会財務 廣野　聡一郎 財務
安全対策部会 山本　朗 安全
女子部会 吉田　広 女子
FC実行委員 伊藤　克実 FC

会長 宍戸　栄
副会長 粕谷　行雄
理事長 渡邉　信博
理事・会計 山崎　定 協会全般収支決算、年間計画収支、年間事業別内容金額の把握、収支予算書作成、収支報告・決算書作成
理事・事務局 山崎　定 協会HP、事務局・事業全般、総務、事業計画書・報告書作成、登録調査、監査報告書、役員名簿、体育功績者推薦書作成・提出
理事・広報 廣野　聡一郎 川崎市ラグビー協会広報全般、体育の日記念事業計画・運営
理事・市民大会事業 加治屋　孝 グランド関係・年間計画、川崎市市民ラグビー大会の企画・運営・報告書作成、タグ普及
理事・育成事業 保坂　岳志 ジュニア育成・4，5，6年生対象、育成年間計画作成・実行・報告
理事・体育の日事業 廣野　聡一郎 川崎市市民体育の日事業の企画・運営・報告書作成
理事・八ヶ岳推進委員 中島　淳司 八ヶ岳研修企画・計画・運営、施設利用申請、タグ普及
理事 橋本　哲夫
理事 久保田　修 中学生育成計画
理事 伊藤　克実 等々力陸上競技場利用担当
理事 吉田　広 ジュニア育成、女子育成
理事 島田　顕 タグ企画・運営・報告書作成・普及
監事 木下　雄介

ファイナルカップ実行委員

県協会会計・財務

ジュニア一貫活動参加

レフリー育成
スクール運動会、ラグビーフェスティバル、ミルキーフェスタなど県事業対応
広報対応

安全対策

ラグビースクール代表者会議出席・神奈川県ラグビースクール全般の評議
県大会、交流大会、他ジュニア競技担当

責務内容

県大会、交流大会、ファイナルカップ、他ミニ競技担当
コーチ育成

担当者

育成用コーチング紹介

市協会

県協会

責務内容

神奈川プリンセス普及活動

担当者


