
委員⾧ 高橋 尚子 陸上競技

副委員⾧ 河合 純一 水泳

穴井 隆将 柔道

及川 晋平 車いすバスケットボール

池田 信太郎 バドミントン

上山 容弘 体操

大畑 大介 ラグビー

小宮 正江 ゴールボール

齋藤 里香 ウエイトリフティング

菅原 智恵子 フェンシング

杉山 愛 テニス

関根 明子 トライアスロン

高倉 麻子 サッカー

田口 亜希 射撃

土田 和歌子 陸上競技

萩原 智子 水泳

萩原 美樹子 バスケットボール

廣瀬 隆喜 ボッチャ

不老 安正 クレー射撃

松永 共広 レスリング

三浦 恵子 ホッケー

2021年9月30日時点

アスリート委員会
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委員⾧ 小宮山 宏
株式会社三菱総合研究所 理事⾧
元東京大学 総⾧

秋山 哲男
中央大学研究開発機構 教授
日本福祉のまちづくり学会 会⾧

家田 仁 政策研究大学院大学 教授

石戸 奈々子
NPO法人CANVAS 理事⾧
株式会社デジタルえほん 代表取締役
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授

枝廣 淳子
大学院大学至善館 教授
幸せ経済社会研究所 所⾧
環境ジャーナリスト

鎌田 由美子 株式会社ONE・GLOCAL 代表取締役
岸井 隆幸 日本大学理工学部土木工学科 教授

北原 義一 三井不動産株式会社 代表取締役副社⾧執行役員

小西 雅子
公益財団法人世界自然保護基金（WWF）ジャパン 専門ディレクター
（環境・エネルギー）
昭和女子大学ビジネスデザイン学科特命教授

崎田 裕子
ジャーナリスト
環境カウンセラー
NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット 前理事⾧

杉元 宣文 株式会社日本政策投資銀行 取締役常務執行役員

関 正雄
明治大学経営学部 特任教授
損害保険ジャパン株式会社 サステナビリティ推進部 シニア アドバイザー

中林 一樹
東京都立大学 名誉教授
日本災害復興学会 特別顧問（元会⾧）

中村 由行 横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院 教授
日比野（田中） 暢子  桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部スポーツ健康政策学科  教授

藤野 純一 公益財団法人地球環境戦略研究機関 上席研究員
細田 衛士 中部大学副学⾧、経営情報学部⾧・教授
増田 宗昭 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 代表取締役社⾧兼CEO

松島 克守
一般社団法人俯瞰工学研究所 所⾧／代表理事
東京大学 名誉教授

間野 義之 早稲田大学スポーツ科学学術院 教授

マリ・クリスティーヌ 
異文化コミュニケーター
東京女子大学教授
（一財）東京都つながり創生財団 理事⾧

森口 祐一
国立研究開発法人国立環境研究所 理事
東京大学 名誉教授

野城 智也 東京大学生産技術研究所 教授

山崎 亮
株式会社studio-L 代表
関西学院大学建築学部 教授

横張 真
東京大学大学院工学系研究科 教授
東京大学サステイナビリティ学連携研究機構（IR3S） 兼任教授

吉田 正人 筑波大学大学院人間総合科学研究科 教授
2021年9月30日時点

街づくり・持続可能性委員会
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委員⾧ 青柳 正規
東京大学名誉教授、多摩美術大学理事⾧
奈良県立橿原考古学研究所所⾧

秋元 雄史 東京藝術大学大学美術館館⾧・教授、練馬区立美術館館⾧

浅葉 克己
アートディレクター
東京タイプディレクターズクラブ理事⾧

池坊 専好 華道家元池坊 次期家元
市川 海老蔵 歌舞伎俳優

今中 博之
社会福祉法人 素王会 理事⾧
アトリエ インカーブ クリエイティブディレクター

今村 久美 認定ＮＰＯ法人カタリバ 代表理事

EXILE HIRO
アーティスト
プロデューサー

大字 弘一郎 全国連合小学校⾧会会⾧
小山 久美 昭和音楽大学短期大学部教授
織作 峰子 大阪芸術大学教授
桂 文枝 落語家

絹谷 幸二
東京芸術大学名誉教授
文化功労者

コシノ ジュンコ デザイナー

真田 久
筑波大学・特命教授
神田外語大学・客員教授

ＳＨＥＬＬＹ タレント

篠田 信子
富良野メセナ協会 代表
富良野ブルーリッジ 球団代表

杉野 学
全国特別支援学校⾧会顧問
東京家政学院大学教授

銭谷 眞美 東京国立博物館⾧
セーラ・マリ・カミングス 利酒師

千 宗室 茶道裏千家家元
田中 稔三 キヤノン株式会社代表取締役副社⾧ CFO

野村 萬斎
狂言師
世田谷パブリックシアター芸術監督

深澤 晶久
実践女子大学文学部国文学科   教授・学⾧補佐
オリンピック・パラリンピック連携事業推進室

宮澤 一則 全日本中学校⾧会会⾧
宮田 慶子 新国立劇場演劇研修所⾧

村田 吉弘
特定非営利活動法人日本料理アカデミー理事⾧
菊乃井主人、文化功労者

山崎 貴 映画監督
吉本 光宏 株式会社ニッセイ基礎研究所研究理事

2021年9月30日時点

文化・教育委員会
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委員⾧ 大田 弘子 政策研究大学院大学 特別教授
秋池 玲子 ボストン コンサルティング グループ 日本共同代表
澁谷 直樹 日本電信電話株式会社代表取締役副社⾧（技術戦略担当）
石黒 一憲 東京大学名誉教授・弁護士
榎田 竜路 合同会社Earth Voice Project代表社員
翁 百合 株式会社日本総合研究所理事⾧

キャシー・松井 ゴールドマン・サックス証券株式会社副会⾧
久貝 卓 日本商工会議所常務理事

才藤 栄一 学校法人藤田学園最高顧問
首藤 登志夫 東京都立大学 大学院 都市環境科学研究科 教授

高田 創
岡三証券株式会社 グローバル・リサーチ・センター 理事⾧
エグゼクティブエコノミスト

冨山 和彦 株式会社経営共創基盤（IGPI）グループ会⾧

深沢 和広
一汽トヨタ技術開発有限会社 社⾧
（前 トヨタ自動車株式会社 常務理事 先進技術開発カンパニー
〈技術シナリオ担当〉）

宮川 美津子 ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー弁護士

宮部 義幸
パナソニック株式会社 専務執行役員
東京代表、渉外担当、ソリューションパートナー担当

村井 純 慶應義塾大学 教授
矢ケ崎 紀子 東京女子大学現代教養学部国際社会学科 教授

2021年9月30日時点

経済・テクノロジー委員会
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委員⾧ 日枝 久
株式会社フジ・メディア・ホールディングス取締役相談役
株式会社フジテレビジョン取締役相談役

副委員⾧ 石川 聡 前一般社団法人共同通信社顧問
天田 晶子 株式会社テレビ東京広報局次⾧兼広報部⾧
新井 直彦 日本テレビ放送網株式会社 スポーツ局⾧
安藤 洋二 株式会社TBSテレビ 東京オリンピック・パラリンピック室⾧

Isabel Reynolds 公益社団法人日本外国特派員協会 会⾧

石井 ユミ
産経新聞社メディア営業局 クロスメディア本部副本部⾧ 局次⾧
 兼 サテライトメディア・ビジネス部⾧

今井 俊之 日本経済新聞社常務取締役
笛吹 雅子 日本テレビ放送網株式会社報道局社会部専門副部⾧
北川 和徳 日本経済新聞社編集局運動部編集委員
香髙 重美 一般社団法人共同通信社総務局企画委員

小林 麻衣子 株式会社テレビ朝日スポーツ局スポーツセンターGP
今野 義範 株式会社ジェイ・スポーツ取締役編成部・制作部・メディアライツ事業部
佐藤 耕二 株式会社テレビ朝日スポーツ局⾧
神保 忠弘 毎日新聞オリンピック・パラリンピック室委員兼編集局編集委員
鈴木 裕一 産経新聞社 上席執行役員 営業統括、総合メディア戦略担当
関根 英生 株式会社文化放送 コンテンツデザイン局報道スポーツセンター
手塚 久 スカパーJSAT株式会社 執行役員 メディア事業部門コンテンツ事業本部⾧

東実 森夫 株式会社時事通信社取締役 五輪・パラリンピック担当
友岡 新 株式会社フジテレビジョン スポーツ局⾧

中屋 祐司 一般社団法人共同通信社専務理事

夏野 剛
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会参与・
慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授

二久 智学 一般社団法人 日本民間放送連盟 事務局次⾧兼スポーツ業務部⾧
西野 文章 一般社団法人日本新聞協会専務理事・事務局⾧
原田 洋子 株式会社エフエム東京 編成制作局 報道・情報センター 部⾧
樋口 太 朝日新聞社 オリンピック パラリンピック・スポーツ戦略室⾧

樋口 昌之 日本放送協会 2020東京オリンピック・パラリンピック実施本部 副本部⾧
檜原 真紀 株式会社ニッポン放送 代表取締役社⾧

藤田 和之
読売新聞東京本社 執行役員
不動産・コンプライアンス・広報・オリンピック・パラリンピック担当

藤丸 真世 株式会社TBSテレビ・社⾧室秘書部
堀越 礼子 朝日新聞社 執行役員 オリンピック パラリンピック・スポーツ戦略担当

前川 万美子 株式会社フジテレビジョン 執行役員国際開発局⾧
松下 圭児 株式会社テレビ東京 スポーツ局⾧
丸山 実子 株式会社時事通信社神戸総局⾧

村松 佐和子 日本放送協会報道局スポーツセンター・スポーツ番組部チーフプロデューサー

山田 英樹
一般社団法人日本雑誌協会 事務局⾧
日本雑誌記者会・日本雑誌写真記者会 事務局⾧

山本 修司 毎日新聞社 オリンピック・パラリンピック室⾧兼営業総本部⾧補佐
結城 和香子 読売新聞東京本社編集委員
渡辺 幹夫 東京写真記者協会事務局⾧

2021年9月30日時点

メディア委員会
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