
スポーツツアー造成ＷＴ 委員名簿 

 

＜座長＞ 

沢登 次彦 （株）リクルート 旅行カンパニーじゃらんリサーチセンター長 

＜副座長＞ 

高橋 義雄  筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授 

＜委員＞ 

加賀山昭宏 （社）日本野球機構（日本プロフェッショナル野球組織） 事業部長 

平田  稔 （社）日本野球機構（日本プロフェッショナル野球組織） 広報部長 

香川 晴美  近畿日本ツーリスト（株） スポーツ事業部 課長 

小林 裕和 （株）JTB GMT ツーリズム総合研究所 所長 

田中 章  （株）ジャパン・スポーツ・プロモーション 取締役営業本部長 

蜷川 彰   日本政府観光局 海外プロモーション部 次長 

能智 大介 （株）フジテレビジョン スポーツ局スポーツメディア事業部 主任 

原田 宗彦  早稲田大学スポーツ科学学術院 教授 

前沢 賢  （株）北海道日本ハムファイターズ 事業推進部 部長 

増田 知之  日本中央競馬会 競馬国際化対応会議 審議役 

宮本 宏史 （社）日本トライアスロン連合 事業広報委員 

  御代 直也 （社）日本旅行業協会 国内・訪日旅行業務部 副部長 

前田 能成 （株）博報堂ＤＹメディアパートナーズ サッカー事業部部長 

渡辺 広之 （株）電通ソーシャル・プランニング局次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



チケッティング改善ＷＴ 委員名簿 

 

＜座長＞ 

高橋 義雄  筑波大学大学院 人間総合科学研究科 准教授 

＜副座長＞ 

  荒木 重雄 （株）スポーツマーケティングラボラトリー 代表取締役社長 

＜委員＞ 

青木 克史 （財）日本サッカー協会 事業部 係長 

石橋 栄司  ぴあ（株） ライブ・エンタテインメント局 執行役員心得 

香川 晴美  近畿日本ツーリスト（株） スポーツ事業部 課長 

菊池 裕  （株）フジテレビジョン スポーツ局スポーツメディア事業部長 

柴田 光  （株）アールビーズ 社長室 副部長 

首藤 久雄 （社）日本プロサッカーリーグ ｲﾚﾌﾞﾝﾐﾘｵﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ マネージャー 

徳増 浩司 （財）日本ラグビーフットボール協会 RWC2019 準備室 事務局長 

中舘 純一  日本中央競馬会 競馬国際化対応会議 調査役 

野口 透  （株）ローソンエンターメディア ﾗｲﾌﾞ･ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ事業本部 副本部長 

原田 宗彦  早稲田大学スポーツ科学学術院 教授 

平野 祐司  日本トップリーグ連携機構 事務局長 

藤口 光紀 （財）日本スポーツコミッション 評議員 

前沢 賢  （株）北海道日本ハムファイターズ 事業推進部 部長 

前田 能成 （株）博報堂ＤＹメディアパートナーズ サッカー事業部部長 

山下 真輝 （株）ジェイティービー 旅行ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略部 地域交流ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進室 マネージャー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国際化・国際交流推進ワーキンググループ 委員名簿 

 

＜座長＞ 

原田 宗彦  早稲田大学スポーツ科学学術院 教授 

＜副座長＞ 

  藤口  光紀 （財）日本スポーツコミッション 評議員 

＜メンバー＞ 

有塚 宣夫 （社）北海道観光振興機構 常務理事・事務局長 

大塚眞一郎 （社）日本トライアスロン連合 専務理事 

奥村 圭輔 （株）アールビーズ 事業部 部長 

加賀山 公 （財）日本サッカー協会 事業部部長 

香川 晴美  近畿日本ツーリスト（株） スポーツ事業部 課長 

坂牧 政彦 （株）電通 スポーツ局 プロジェクトマネージャー 

高橋 義雄  筑波大学大学院人間総合科学研究科（スポーツ健康システム・マネジメント専攻）准教授 

田中 章  （株）ジャパン・スポーツ・プロモーション 取締役営業本部長 

中里 裕一 （財）日本ラグビーフットボール協会 ＲＷＣ２０１９準備室 

中森 康弘 （財）日本オリンピック委員会 総合企画・国際部長 

中山 哲郎 （株）ＪＴＢ法人東京 第９事業部 スポーツデスク 営業担当部長 

西坂 啓之  東京都 知事本局 継承調整部 調整管理課長 

能智 大介 （株）フジテレビジョン スポーツ局スポーツメディア事業部 主任 

前田 能成 （株）博報堂ＤＹメディアパートナーズ スポーツ事業局サッカー事業部部長 

森  泰夫 （財）日本陸上競技連盟 事業部部長 

吉川 英夫  （財）日本武道館 振興部 部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



施設魅力化・まちづくりワーキンググループ 委員名簿 

 

＜座長＞ 

吉永  憲  （株）共同通信 情報企画本部次長 

＜副座長＞ 

原田 宗彦  早稲田大学スポーツ科学学術院 教授 

＜メンバー＞ 

大塚眞一郎 （社）日本トライアスロン連合 専務理事 

加藤  誠 （株）ジェイティービー 旅行マーケティング戦略部地域交流ビジネス推進部長 

鎌田 啓之  楽天トラベル（株） 常務執行役員 

河上 一雄 （財）日本修学旅行協会 理事長 

木田 悟  （財）日本スポーツコミッション 理事長 

佐藤 仁司 （社）日本プロサッカーリーグ スタジアムプロジェクトマネージャー 

沢登 次彦 （株）リクルート 旅行カンパニーじゃらんリサーチセンター長 

田内 亮二 （株）博報堂ＤＹメディアパートナーズ サッカー事業部事業プロデューサー 

高崎 尚樹 （株）ルネサンス 取締役執行役員 ヘルスケア事業本部長 

高橋 義雄  筑波大学大学院人間総合科学研究科 准教授 

田中 章  （株）ジャパン・スポーツ・プロモーション 取締役営業本部長 

杖崎 洋  （社）日本フィットネス産業協会 事務局長 

中舘 純一  日本中央競馬会 競馬国際化対応会議 調査役 

能智 大介 （株）フジテレビジョン スポーツ局スポーツメディア事業部主任 

橋屋 哲   近畿日本ツーリスト（株） 旅行事業創発本部 地域振興部長 

前沢 賢  （株）北海道日本ハムファイターズ 事業推進部部長 

利渉 敏江  東日本旅客鉄道（株） 事業創造本部 開発・地域活性化部門 副課長 

渡邉 一利 （財）笹川スポーツ財団 常務理事 

渡辺 広之 （株）電通ソーシャル・プランニング局次長 


