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ⅠⅠⅠⅠ. . . . 事務局報告事務局報告事務局報告事務局報告        

１．１．１．１．会況報告会況報告会況報告会況報告（（（（平成平成平成平成23232323年年年年6666月月月月10101010日現在）日現在）日現在）日現在）    

１）１）１）１）    会員総数会員総数会員総数会員総数201201201201名名名名    

（（（（正会員正会員正会員正会員111179797979名名名名、、、、学生会員学生会員学生会員学生会員22222222名名名名、、、、賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員1111機関機関機関機関））））    

２）２）２）２）    会費納入状況会費納入状況会費納入状況会費納入状況    

平成平成平成平成23232323（（（（2020202011111111））））年度納入者数年度納入者数年度納入者数年度納入者数                67676767名名名名    

                                                                                                                        0000機関機関機関機関    

平成平成平成平成22222222（（（（2020202010101010））））年度未納者数年度未納者数年度未納者数年度未納者数                        48484848名名名名    

平成平成平成平成21212121（（（（2002002002009999））））年度未納者数年度未納者数年度未納者数年度未納者数                22222222名名名名    

                平成平成平成平成19191919（（（（2007200720072007）年度未納者数）年度未納者数）年度未納者数）年度未納者数                    0000名名名名    

３）３）３）３）    会費収入総会費収入総会費収入総会費収入総額額額額                                                609609609609,,,,000000000000円円円円    

    

２２２２．平成．平成．平成．平成22223333（（（（2011201120112011））））年度年度年度年度会費納入のお願い会費納入のお願い会費納入のお願い会費納入のお願い    

平成平成平成平成23232323（（（（2011201120112011）年度会費）年度会費）年度会費）年度会費    （正会員（正会員（正会員（正会員8,0008,0008,0008,000円、学生会円、学生会円、学生会円、学生会

員員員員5,0005,0005,0005,000円円円円）未納の方は）未納の方は）未納の方は）未納の方は納入をお願いいたします。納入をお願いいたします。納入をお願いいたします。納入をお願いいたします。まままま

た、た、た、た、前年度までの会費をまだ振り込んでおられない方前年度までの会費をまだ振り込んでおられない方前年度までの会費をまだ振り込んでおられない方前年度までの会費をまだ振り込んでおられない方

はははは、、、、当該年度分も併せて振り込んでいただきますよう当該年度分も併せて振り込んでいただきますよう当該年度分も併せて振り込んでいただきますよう当該年度分も併せて振り込んでいただきますよう

お願いいたします。会則第お願いいたします。会則第お願いいたします。会則第お願いいたします。会則第9999条により、条により、条により、条により、3333年を越えて会年を越えて会年を越えて会年を越えて会

費未納の場合、会員資格を喪失することになりますの費未納の場合、会員資格を喪失することになりますの費未納の場合、会員資格を喪失することになりますの費未納の場合、会員資格を喪失することになりますの

で、ご注意下で、ご注意下で、ご注意下で、ご注意下さい。さい。さい。さい。        

なお、会費納入状況等について質問がある場合は、なお、会費納入状況等について質問がある場合は、なお、会費納入状況等について質問がある場合は、なお、会費納入状況等について質問がある場合は、

ご面倒ですが、ご面倒ですが、ご面倒ですが、ご面倒ですが、事務局までお問い合わせください。事務局までお問い合わせください。事務局までお問い合わせください。事務局までお問い合わせください。    

    

３．３．３．３．日本学術会議刊行物日本学術会議刊行物日本学術会議刊行物日本学術会議刊行物    

    月刊月刊月刊月刊    『学術の動向』『学術の動向』『学術の動向』『学術の動向』    2020202011111111年年年年4444月～月～月～月～2012012012011111年年年年6666月号が月号が月号が月号が

事務局に届いております。目次のコピーを事務局に届いております。目次のコピーを事務局に届いております。目次のコピーを事務局に届いております。目次のコピーを同封いた同封いた同封いた同封いたしししし

ますので、関心ますので、関心ますので、関心ますので、関心のあるのあるのあるのある方はご連絡ください。方はご連絡ください。方はご連絡ください。方はご連絡ください。なお、なお、なお、なお、特集特集特集特集

記事は記事は記事は記事はhttp://www.scj.go.jphttp://www.scj.go.jphttp://www.scj.go.jphttp://www.scj.go.jp    からからからから閲覧可能です。閲覧可能です。閲覧可能です。閲覧可能です。    

    

４．４．４．４．スポーツ史学会メーリングリストスポーツ史学会メーリングリストスポーツ史学会メーリングリストスポーツ史学会メーリングリストについてについてについてについて    

    予算削減と事務局の業務負担軽減を目的として、学予算削減と事務局の業務負担軽減を目的として、学予算削減と事務局の業務負担軽減を目的として、学予算削減と事務局の業務負担軽減を目的として、学

会サービスの一部を電子媒体で発信する方向性につ会サービスの一部を電子媒体で発信する方向性につ会サービスの一部を電子媒体で発信する方向性につ会サービスの一部を電子媒体で発信する方向性につ

いて理事会にて審議されました。そこで、試験的に事いて理事会にて審議されました。そこで、試験的に事いて理事会にて審議されました。そこで、試験的に事いて理事会にて審議されました。そこで、試験的に事

務局で把握しているメールア務局で把握しているメールア務局で把握しているメールア務局で把握しているメールアドレスのある会員に、『学ドレスのある会員に、『学ドレスのある会員に、『学ドレスのある会員に、『学

会だより』を今会だより』を今会だより』を今会だより』を今号よりメールでの配信と紙媒体との発送号よりメールでの配信と紙媒体との発送号よりメールでの配信と紙媒体との発送号よりメールでの配信と紙媒体との発送

を併用することとしました。その上で、理事会で検討をを併用することとしました。その上で、理事会で検討をを併用することとしました。その上で、理事会で検討をを併用することとしました。その上で、理事会で検討を

重ね、総会において審議することとなりました。重ね、総会において審議することとなりました。重ね、総会において審議することとなりました。重ね、総会において審議することとなりました。    

    つきましては、メールでの『学会だより』を配信いたしつきましては、メールでの『学会だより』を配信いたしつきましては、メールでの『学会だより』を配信いたしつきましては、メールでの『学会だより』を配信いたし

ますので、ますので、ますので、ますので、ご承知おきください。また、何かお気づきのご承知おきください。また、何かお気づきのご承知おきください。また、何かお気づきのご承知おきください。また、何かお気づきの

点ございましたら、事務局までご意見をお寄せ下さい。点ございましたら、事務局までご意見をお寄せ下さい。点ございましたら、事務局までご意見をお寄せ下さい。点ございましたら、事務局までご意見をお寄せ下さい。    

    

５．会員からの情報５．会員からの情報５．会員からの情報５．会員からの情報    

    池田恵子会員か池田恵子会員か池田恵子会員か池田恵子会員から、下記につきましてご案内がありまら、下記につきましてご案内がありまら、下記につきましてご案内がありまら、下記につきましてご案内がありま

した。今回のシンポジウムへの参加は日程的に難しいした。今回のシンポジウムへの参加は日程的に難しいした。今回のシンポジウムへの参加は日程的に難しいした。今回のシンポジウムへの参加は日程的に難しい

ものがあるかもしれませんけれどもものがあるかもしれませんけれどもものがあるかもしれませんけれどもものがあるかもしれませんけれども、今後のためにも学、今後のためにも学、今後のためにも学、今後のためにも学

会情報として有益だ会情報として有益だ会情報として有益だ会情報として有益だろうとのことで、ご紹介していただろうとのことで、ご紹介していただろうとのことで、ご紹介していただろうとのことで、ご紹介していただ

きました。きました。きました。きました。    

The Sport and Leisure History Seminar Summer 

Symposium    :    'SPORT A�D LEISURE I� SUBURBS A�D 
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I�TERACTIO�S' 
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Hosted by the Institute of Historical Research, 
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Please address your cheques to 'The Sport and 

Leisure History Seminar' and send them, along with 

your completed registration forms, to Dion Georgiou, 

郵便振替口座郵便振替口座郵便振替口座郵便振替口座    ：：：：    00002720272027202720－－－－2222－－－－52846528465284652846    
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3B Eden Grove, Holloway, London, �7 8DX, by 

Thursday, 14 July. For any further enquiries, contact 

us at leisureinsuburbia☆☆☆☆gmail.com.     

 

CO�FERE�CE LOCATIO� 

The conference takes place at the Institute of 

Historical Research at Senate House, Malet Street, 

London, WC1E 7HU. Directions to the Institute can 

be found here: http://www.history.ac.uk/contact. 

 

ACCOMMODATIO� OPTIO�S 

The Kent Hall Hotel in Manor House, �orth London, 

is offering delegates a special rate of £40 per night (en 

suite bathroom and breakfast included) or £70 for 

twin rooms. Manor House station is 12 minutes away 

from Russell Square (the closest station to the 

Institute of Historical Research) by Underground. 

For more information, contact Geoffrey Levett at 

geoffreylevett☆☆☆☆me.com; you can also look at the 

hotel's website: 

http://www.kenthallhotel.co.uk/Kent_Hall_Site/Hom

e.html. 

    

    

ⅡⅡⅡⅡ. 理事会報告理事会報告理事会報告理事会報告     

１．第１．第１．第１．第111111111111回理事会回理事会回理事会回理事会    

第第第第111111111111回理事会が回理事会が回理事会が回理事会がつぎつぎつぎつぎののののとおりとおりとおりとおり開催されました。開催されました。開催されました。開催されました。    

期期期期    日：日：日：日：6666月月月月19191919日（日（日（日（日日日日））））    11113333時時時時00000000分～分～分～分～16161616時時時時00005555分分分分    

場場場場    所：所：所：所：東洋東洋東洋東洋大学朝霞キャンパス大学院・研究棟大学朝霞キャンパス大学院・研究棟大学朝霞キャンパス大学院・研究棟大学朝霞キャンパス大学院・研究棟    

大学院演習室１大学院演習室１大学院演習室１大学院演習室１        

出席者：理事出席者：理事出席者：理事出席者：理事    松本松本松本松本芳明芳明芳明芳明((((理事長理事長理事長理事長))))、井上邦子、、井上邦子、、井上邦子、、井上邦子、    

    菅井京子菅井京子菅井京子菅井京子、、、、竹谷和之竹谷和之竹谷和之竹谷和之、、、、松尾順一、松尾順一、松尾順一、松尾順一、        

松松松松浪稔、三井悦子浪稔、三井悦子浪稔、三井悦子浪稔、三井悦子、瀧元誠樹（事務、瀧元誠樹（事務、瀧元誠樹（事務、瀧元誠樹（事務局）局）局）局）    

欠席者：欠席者：欠席者：欠席者：藤井藤井藤井藤井英嘉（会長）英嘉（会長）英嘉（会長）英嘉（会長）    理事理事理事理事    大川信行大川信行大川信行大川信行    

１１１１．議事録確認．議事録確認．議事録確認．議事録確認    

１）１）１）１）第第第第110110110110回理事会議事録の確認について回理事会議事録の確認について回理事会議事録の確認について回理事会議事録の確認について    

２）２）２）２）メール審議の結果についてメール審議の結果についてメール審議の結果についてメール審議の結果について    

２．報告事項２．報告事項２．報告事項２．報告事項    

１）１）１）１）『スポーツ史研究』第『スポーツ史研究』第『スポーツ史研究』第『スポーツ史研究』第22225555号の編集進捗状況号の編集進捗状況号の編集進捗状況号の編集進捗状況につにつにつにつ

いていていていて    

２）２）２）２）「ひすぽ」第「ひすぽ」第「ひすぽ」第「ひすぽ」第79797979号の編集進捗状況について号の編集進捗状況について号の編集進捗状況について号の編集進捗状況について    

３３３３))))会会会会況報告・平成況報告・平成況報告・平成況報告・平成22222222年度会計報告について年度会計報告について年度会計報告について年度会計報告について    

４）４）４）４）連絡先不明会員について連絡先不明会員について連絡先不明会員について連絡先不明会員について    

        ５）日本学術振興会賞ならびに日本学術振興会５）日本学術振興会賞ならびに日本学術振興会５）日本学術振興会賞ならびに日本学術振興会５）日本学術振興会賞ならびに日本学術振興会

有志賞について有志賞について有志賞について有志賞について    

        ６）日本スポーツ体育健康科学学術連合総会に６）日本スポーツ体育健康科学学術連合総会に６）日本スポーツ体育健康科学学術連合総会に６）日本スポーツ体育健康科学学術連合総会に

ついてついてついてついて    

３３３３．審議事項．審議事項．審議事項．審議事項    

１１１１))))学会賞・奨励賞の選考学会賞・奨励賞の選考学会賞・奨励賞の選考学会賞・奨励賞の選考についてについてについてについて    

２）２）２）２）スポーツ史学会第スポーツ史学会第スポーツ史学会第スポーツ史学会第25252525回大会要項（案）について回大会要項（案）について回大会要項（案）について回大会要項（案）について    

３）会員の入会・退会３）会員の入会・退会３）会員の入会・退会３）会員の入会・退会の承認についての承認についての承認についての承認について    

４４４４））））２５周年記念行事について２５周年記念行事について２５周年記念行事について２５周年記念行事について    

５）その他５）その他５）その他５）その他    

                ①①①①神戸市外国語大学・バスク大学第２回国際神戸市外国語大学・バスク大学第２回国際神戸市外国語大学・バスク大学第２回国際神戸市外国語大学・バスク大学第２回国際    

セミナーについてセミナーについてセミナーについてセミナーについて    

    

２２２２．．．．スポーツ史学会第スポーツ史学会第スポーツ史学会第スポーツ史学会第25252525回大会回大会回大会回大会    

本年度の学会大会は、本年度の学会大会は、本年度の学会大会は、本年度の学会大会は、2011201120112011年年年年11111111月月月月12121212日（土）・日（土）・日（土）・日（土）・13131313日日日日

（日）の日程で、「（日）の日程で、「（日）の日程で、「（日）の日程で、「東海大学湘南キャンパス東海大学湘南キャンパス東海大学湘南キャンパス東海大学湘南キャンパス」（」（」（」（担当：松担当：松担当：松担当：松

浪稔浪稔浪稔浪稔会員会員会員会員）で開催されます。シンポジウムは下記の内）で開催されます。シンポジウムは下記の内）で開催されます。シンポジウムは下記の内）で開催されます。シンポジウムは下記の内

容を予定していますので、奮ってご参加下さい。容を予定していますので、奮ってご参加下さい。容を予定していますので、奮ってご参加下さい。容を予定していますので、奮ってご参加下さい。    

    

テーマ：「テーマ：「テーマ：「テーマ：「スポーツ・メディア史を考えるスポーツ・メディア史を考えるスポーツ・メディア史を考えるスポーツ・メディア史を考える    －現代、日－現代、日－現代、日－現代、日

本近代、欧米近代の本近代、欧米近代の本近代、欧米近代の本近代、欧米近代の視点から－視点から－視点から－視点から－」」」」    

シンポジストシンポジストシンポジストシンポジスト    ：：：：    森田森田森田森田    浩之（ジャーナリスト）浩之（ジャーナリスト）浩之（ジャーナリスト）浩之（ジャーナリスト）                    

玉置玉置玉置玉置    通夫（甲南女子大学）通夫（甲南女子大学）通夫（甲南女子大学）通夫（甲南女子大学）    

中房中房中房中房    敏朗（仙台大学）敏朗（仙台大学）敏朗（仙台大学）敏朗（仙台大学）    

司司司司                会会会会    ：：：：    松浪松浪松浪松浪    稔（東海大学稔（東海大学稔（東海大学稔（東海大学））））    

    

なお、一般発表なお、一般発表なお、一般発表なお、一般発表申し込み締め切りは申し込み締め切りは申し込み締め切りは申し込み締め切りは９月２日（金）９月２日（金）９月２日（金）９月２日（金）、、、、

発表抄録原稿締め切りと発表抄録原稿締め切りと発表抄録原稿締め切りと発表抄録原稿締め切りと参加の申込み参加の申込み参加の申込み参加の申込み締め切り締め切り締め切り締め切りはいはいはいはい

ずれもずれもずれもずれも9999月月月月16161616日（金日（金日（金日（金）必着）必着）必着）必着です。ふるってご応募くださです。ふるってご応募くださです。ふるってご応募くださです。ふるってご応募くださ

い。また、詳細は大会事務局から送付された開催要項い。また、詳細は大会事務局から送付された開催要項い。また、詳細は大会事務局から送付された開催要項い。また、詳細は大会事務局から送付された開催要項

等をご覧ください。等をご覧ください。等をご覧ください。等をご覧ください。    

    

    

ⅢⅢⅢⅢ. 編集委員会報告編集委員会報告編集委員会報告編集委員会報告        

１．１．１．１．『スポーツ史研究』第『スポーツ史研究』第『スポーツ史研究』第『スポーツ史研究』第25252525号の号の号の号の編集進捗状況編集進捗状況編集進捗状況編集進捗状況    

    5555月月月月31313131日現在で、投稿論文は日現在で、投稿論文は日現在で、投稿論文は日現在で、投稿論文は原著論文原著論文原著論文原著論文5555篇篇篇篇、研究ノー、研究ノー、研究ノー、研究ノー

トトトト2222篇篇篇篇でででであり、そのうちあり、そのうちあり、そのうちあり、そのうち2222篇は審査を終えており篇は審査を終えており篇は審査を終えており篇は審査を終えており、、、、残り残り残り残り5555篇篇篇篇
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は審査は審査は審査は審査中となっております。中となっております。中となっております。中となっております。加えて、第加えて、第加えて、第加えて、第24242424回学会大会回学会大会回学会大会回学会大会

シンポジウムの再録も掲載に向け準備中です。シンポジウムの再録も掲載に向け準備中です。シンポジウムの再録も掲載に向け準備中です。シンポジウムの再録も掲載に向け準備中です。    

    

２．２．２．２．『スポーツ史研『スポーツ史研『スポーツ史研『スポーツ史研究』究』究』究』へのへのへのへのご投稿ご投稿ご投稿ご投稿についてについてについてについて    

『スポーツ史研究』への投稿『スポーツ史研究』への投稿『スポーツ史研究』への投稿『スポーツ史研究』への投稿は、随時受け付けておりは、随時受け付けておりは、随時受け付けておりは、随時受け付けており

ます。ます。ます。ます。投稿規程ならびに執筆要領は『スポーツ史研投稿規程ならびに執筆要領は『スポーツ史研投稿規程ならびに執筆要領は『スポーツ史研投稿規程ならびに執筆要領は『スポーツ史研

究』の見開きに掲載されていますので、投稿前に必ず究』の見開きに掲載されていますので、投稿前に必ず究』の見開きに掲載されていますので、投稿前に必ず究』の見開きに掲載されていますので、投稿前に必ず

ご確認下さい。ご確認下さい。ご確認下さい。ご確認下さい。    

また、また、また、また、投稿投稿投稿投稿先先先先はははは次のとおり次のとおり次のとおり次のとおりです。ふるってご投稿下さです。ふるってご投稿下さです。ふるってご投稿下さです。ふるってご投稿下さ

い。い。い。い。    

    

〒〒〒〒651651651651----2187218721872187    神戸市西区学園東町神戸市西区学園東町神戸市西区学園東町神戸市西区学園東町9999----1111    

神戸市外国語大学神戸市外国語大学神戸市外国語大学神戸市外国語大学    竹谷竹谷竹谷竹谷研究室内研究室内研究室内研究室内    

スポーツ史研究編集委員長スポーツ史研究編集委員長スポーツ史研究編集委員長スポーツ史研究編集委員長    竹谷和之竹谷和之竹谷和之竹谷和之    

TelTelTelTel：：：：078078078078----794794794794----8221822182218221    

 

 

ⅣⅣⅣⅣ. 会報「ひすぽ」報告会報「ひすぽ」報告会報「ひすぽ」報告会報「ひすぽ」報告        

１．１．１．１．「ひすぽ」第「ひすぽ」第「ひすぽ」第「ひすぽ」第79797979号の号の号の号の刊行刊行刊行刊行    

「ひすぽ」第「ひすぽ」第「ひすぽ」第「ひすぽ」第79797979号ができあがりましたので、号ができあがりましたので、号ができあがりましたので、号ができあがりましたので、同封して同封して同封して同封して

お届けお届けお届けお届けします。ご一読の上、ご感想・ご意見などありまします。ご一読の上、ご感想・ご意見などありまします。ご一読の上、ご感想・ご意見などありまします。ご一読の上、ご感想・ご意見などありま

したら事務局までお寄せ下さい。したら事務局までお寄せ下さい。したら事務局までお寄せ下さい。したら事務局までお寄せ下さい。    

    

２．「ひすぽ」第２．「ひすぽ」第２．「ひすぽ」第２．「ひすぽ」第80808080号の原稿募集について号の原稿募集について号の原稿募集について号の原稿募集について    

次号「ひすぽ」第次号「ひすぽ」第次号「ひすぽ」第次号「ひすぽ」第80808080号号号号の特集テーマは、「の特集テーマは、「の特集テーマは、「の特集テーマは、「スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ・

メディアを考えるメディアを考えるメディアを考えるメディアを考える」」」」    となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。締締締締めめめめ切切切切りりりりはははは平成平成平成平成23232323

（（（（2011201120112011）年）年）年）年9999月末日です。月末日です。月末日です。月末日です。なおなおなおなお、、、、特集テーマ特集テーマ特集テーマ特集テーマ以外にも以外にも以外にも以外にも、、、、

論壇、自由テーマ、図書紹介、スポーツ博物館論壇、自由テーマ、図書紹介、スポーツ博物館論壇、自由テーマ、図書紹介、スポーツ博物館論壇、自由テーマ、図書紹介、スポーツ博物館めぐりめぐりめぐりめぐり

などなどなどなどがありますがありますがありますがあります。。。。多くのご投稿をお待多くのご投稿をお待多くのご投稿をお待多くのご投稿をお待ちしております。ちしております。ちしております。ちしております。    

    

３３３３．「ひすぽ」特集テーマの募集．「ひすぽ」特集テーマの募集．「ひすぽ」特集テーマの募集．「ひすぽ」特集テーマの募集についてについてについてについて    

現在、現在、現在、現在、第第第第81818181号号号号以降以降以降以降の特集テーマを募集の特集テーマを募集の特集テーマを募集の特集テーマを募集しておりしておりしておりしておりますますますます

ので、ので、ので、ので、事務局まで事務局まで事務局まで事務局までお寄せください。皆様からの積極的お寄せください。皆様からの積極的お寄せください。皆様からの積極的お寄せください。皆様からの積極的

なご提案をお待ちしております。なご提案をお待ちしております。なご提案をお待ちしております。なご提案をお待ちしております。    

    

    

ⅤⅤⅤⅤ. 会員の動向会員の動向会員の動向会員の動向        

１．入会１．入会１．入会１．入会・退会・退会・退会・退会    

    １）次の方１）次の方１）次の方１）次の方のののの平成平成平成平成23232323（（（（2011201120112011）年）年）年）年4444月月月月1111日付での日付での日付での日付での入会が入会が入会が入会が

承認されました。承認されました。承認されました。承認されました。    

        池上池上池上池上    正志（いけがみ正志（いけがみ正志（いけがみ正志（いけがみ    まさゆき）：学生会員まさゆき）：学生会員まさゆき）：学生会員まさゆき）：学生会員    

日本体育大学大学院日本体育大学大学院日本体育大学大学院日本体育大学大学院    

石井石井石井石井    克（いしい克（いしい克（いしい克（いしい    まさる）：一般会員まさる）：一般会員まさる）：一般会員まさる）：一般会員    

                                スポーツ新聞社・記者スポーツ新聞社・記者スポーツ新聞社・記者スポーツ新聞社・記者    

稲澤稲澤稲澤稲澤    裕子（いなざわ裕子（いなざわ裕子（いなざわ裕子（いなざわ    ゆうこ）：一般会員ゆうこ）：一般会員ゆうこ）：一般会員ゆうこ）：一般会員    

                                所属無し所属無し所属無し所属無し    

            上村上村上村上村    祐司（うえむら祐司（うえむら祐司（うえむら祐司（うえむら    ゆうじ）：学生会員ゆうじ）：学生会員ゆうじ）：学生会員ゆうじ）：学生会員    

                                東洋大学大学院東洋大学大学院東洋大学大学院東洋大学大学院    

梶原梶原梶原梶原    宏子（かじわら宏子（かじわら宏子（かじわら宏子（かじわら    ひろこ）：一般会員ひろこ）：一般会員ひろこ）：一般会員ひろこ）：一般会員    

                                日本体育大学日本体育大学日本体育大学日本体育大学    

            蔵持蔵持蔵持蔵持    不三也（くらもち不三也（くらもち不三也（くらもち不三也（くらもち    ふみや）：一般会員ふみや）：一般会員ふみや）：一般会員ふみや）：一般会員    

                                早稲田大学人間科学学術院早稲田大学人間科学学術院早稲田大学人間科学学術院早稲田大学人間科学学術院    

坂本坂本坂本坂本    太一（さかもと太一（さかもと太一（さかもと太一（さかもと    たいち）：学生会員たいち）：学生会員たいち）：学生会員たいち）：学生会員    

                                日本体育大学大学院日本体育大学大学院日本体育大学大学院日本体育大学大学院    

            佐野佐野佐野佐野    昌行（さの昌行（さの昌行（さの昌行（さの    まさゆき）：一般会員まさゆき）：一般会員まさゆき）：一般会員まさゆき）：一般会員    

                                日本体育大学日本体育大学日本体育大学日本体育大学    

            高荷高荷高荷高荷    英久（たかに英久（たかに英久（たかに英久（たかに    ひでひさ）：学生会員ひでひさ）：学生会員ひでひさ）：学生会員ひでひさ）：学生会員    

                                日本体育大学大学院日本体育大学大学院日本体育大学大学院日本体育大学大学院    

            張張張張    巧鳳（ちょう巧鳳（ちょう巧鳳（ちょう巧鳳（ちょう    こうこうこうこうほう）：学生会員ほう）：学生会員ほう）：学生会員ほう）：学生会員    

                                日本体育大学大学院日本体育大学大学院日本体育大学大学院日本体育大学大学院    

            麦麦麦麦    媛（ばく媛（ばく媛（ばく媛（ばく    えん）：学生会員えん）：学生会員えん）：学生会員えん）：学生会員    

                                日本体育大学大学院日本体育大学大学院日本体育大学大学院日本体育大学大学院    

            藤原藤原藤原藤原    庸介（ふじわら庸介（ふじわら庸介（ふじわら庸介（ふじわら    ようすけ）：一般会員ようすけ）：一般会員ようすけ）：一般会員ようすけ）：一般会員    

                                日本オリンピック委員会日本オリンピック委員会日本オリンピック委員会日本オリンピック委員会    

            森森森森    仁志（もり仁志（もり仁志（もり仁志（もり    さとし）：一般会員さとし）：一般会員さとし）：一般会員さとし）：一般会員    

                                関西大学人間健康学部関西大学人間健康学部関西大学人間健康学部関西大学人間健康学部    

        

２）次の方の２）次の方の２）次の方の２）次の方の平成平成平成平成22222222（（（（2010201020102010））））年度末での年度末での年度末での年度末での退会が承認さ退会が承認さ退会が承認さ退会が承認さ

れました。れました。れました。れました。    

            海老島海老島海老島海老島    均（えびしま均（えびしま均（えびしま均（えびしま    ひとし）：正会員ひとし）：正会員ひとし）：正会員ひとし）：正会員    

                                成城大学成城大学成城大学成城大学    

            庄司庄司庄司庄司    節子（しょうじ節子（しょうじ節子（しょうじ節子（しょうじ    せつこ）：正会員せつこ）：正会員せつこ）：正会員せつこ）：正会員    

                                名古屋経済名古屋経済名古屋経済名古屋経済大学大学大学大学    

    

３）３）３）３）次の方の会費未納に伴う退会が承認されました。次の方の会費未納に伴う退会が承認されました。次の方の会費未納に伴う退会が承認されました。次の方の会費未納に伴う退会が承認されました。    

            天田天田天田天田    英彦英彦英彦英彦    （あまだ（あまだ（あまだ（あまだ    ひでひこ）ひでひこ）ひでひこ）ひでひこ）        

            大島大島大島大島    寛寛寛寛            （おおしま（おおしま（おおしま（おおしま    ひろし）ひろし）ひろし）ひろし）    

            桶谷桶谷桶谷桶谷    敏之敏之敏之敏之    （おけや（おけや（おけや（おけや    としゆき）としゆき）としゆき）としゆき）    

            北尾北尾北尾北尾    美帆美帆美帆美帆    （きたお（きたお（きたお（きたお    みほ）みほ）みほ）みほ）    

            斉藤斉藤斉藤斉藤    健司健司健司健司    （さいとう（さいとう（さいとう（さいとう    けんじ）けんじ）けんじ）けんじ）    
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            坂入坂入坂入坂入    明明明明            （さかいり（さかいり（さかいり（さかいり    あきら）あきら）あきら）あきら）    

            高橋高橋高橋高橋    直也直也直也直也    （たかはし（たかはし（たかはし（たかはし    なおや）なおや）なおや）なおや）    

            田原田原田原田原    貴子貴子貴子貴子    （たはら（たはら（たはら（たはら    たかこ）たかこ）たかこ）たかこ）    

            鄭鄭鄭鄭    光植光植光植光植            （ちょん（ちょん（ちょん（ちょん    くんしく）くんしく）くんしく）くんしく）    

福田福田福田福田    啓子啓子啓子啓子    （ふくだ（ふくだ（ふくだ（ふくだ    けいこ）けいこ）けいこ）けいこ）    

        

２．氏名２．氏名２．氏名２．氏名変更変更変更変更    

    湯浅湯浅湯浅湯浅    有希子（ゆあさ有希子（ゆあさ有希子（ゆあさ有希子（ゆあさ    ゆきこ）ゆきこ）ゆきこ）ゆきこ）    旧姓：服旧姓：服旧姓：服旧姓：服部部部部        

    

3333．．．．住所不明者住所不明者住所不明者住所不明者    

 現在、つぎの方々の住所が不明です。他学会などで現在、つぎの方々の住所が不明です。他学会などで現在、つぎの方々の住所が不明です。他学会などで現在、つぎの方々の住所が不明です。他学会などで

お出会いになられた方がおられましたら、ご本人にそお出会いになられた方がおられましたら、ご本人にそお出会いになられた方がおられましたら、ご本人にそお出会いになられた方がおられましたら、ご本人にそ

の旨をお伝えいただければ幸いです。の旨をお伝えいただければ幸いです。の旨をお伝えいただければ幸いです。の旨をお伝えいただければ幸いです。    

    池端池端池端池端    宏之宏之宏之宏之    

    

    

※※※※    所属、連絡先住所等に変更があった場合所属、連絡先住所等に変更があった場合所属、連絡先住所等に変更があった場合所属、連絡先住所等に変更があった場合ににににはははは、、、、

お早お早お早お早めにめにめにめに事務局までご事務局までご事務局までご事務局までご一報一報一報一報ください。ください。ください。ください。    

    

（注記）（注記）（注記）（注記）    

巡回ロボット対策で、メールアドレスの＠を☆に巡回ロボット対策で、メールアドレスの＠を☆に巡回ロボット対策で、メールアドレスの＠を☆に巡回ロボット対策で、メールアドレスの＠を☆に

変更しています。実際にメールを送られる場合は、変更しています。実際にメールを送られる場合は、変更しています。実際にメールを送られる場合は、変更しています。実際にメールを送られる場合は、

☆を＠に戻してください。☆を＠に戻してください。☆を＠に戻してください。☆を＠に戻してください。    

    


