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委員会役職 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

政策・中長期計画委員会委員長 橋本光祥 ハシモトミツヨシ 東京豊新 8R-1Z

政策・中長期計画委員会副委員長 渡辺専太郎 ワタナベセンタロウ 東京麹町 3R-3Z

政策・中長期計画委員会副委員長 小島勝利 コジマカツトシ 東京江戸川 5R-2Z

政策・中長期計画委員会副委員長 野村栄樹 ノムラエイジュ 東京飯田橋 8R-2Z

政策・中長期計画委員会副委員長 奈須野慎二 ナスノシンジ 東京大森 9R-1Z

政策・中長期計画委員会委員 中島髙章 ナカジマタカアキ 東京日本橋 2R-1Z

政策・中長期計画委員会委員 外山一宏 ソトヤマカズヒロ 東京新橋 3R-1Z

政策・中長期計画委員会委員 浦口純 ウラグチジュン 東京赤羽 7R-1Z

政策・中長期計画委員会委員 荒木貞雄 アラキサダオ 東京石泉 7R-3Z

政策・中長期計画委員会委員 有山賢 アリヤママサル 東京巣鴨 8R-2Z

政策・中長期計画委員会委員 山口美生 ヤマグチミオ 東京国立 13R-1Z

政策・中長期計画委員会ＳＰＡ 足立宏道 アダチヒロミチ 東京光が丘 7R-3Z

会員増強委員会委員長 岩城正明 イワキマサアキ 東京千代田 1R-1Z

会員増強委員会副委員長 追原篤男 オイハラトクオ 東京 1R-1Z

会員増強委員会副委員長 三根敬男 ミネヨシオ 東京蒼天 1R-3Z

会員増強委員会副委員長 土橋正富 ドバシマサトミ 東京芝 3R-1Z

会員増強委員会副委員長 鈴木廣行 スズキヒロユキ 東京三田 3R-1Z

会員増強委員会副委員長 原田貞機 ハラダサダキ 東京江戸川 5R-2Z

会員増強委員会副委員長 沼田卓一 ヌマタタクイチ 東京神宮前 10R-2Z

会員増強委員会副委員長 重信眞一 シゲノブシンイチ 東京シティ 10R-3Z

会員増強委員会副委員長 福島俊郎 フクシマトシロウ 東京小金井 13R-1Z

会員増強委員会委員 萩原誠子 ハギワラノブコ 東京番町 1R-2Z

会員増強委員会委員 戸恒徹司 トツネテツジ 東京築地市場 2R-2Z

会員増強委員会委員 五十嵐一嘉 イガラシカズヨシ 東京新橋 3R-1Z

会員増強委員会委員 平本昭英 ヒラモトアキヒデ 東京城東 4R-2Z

会員増強委員会委員 倉持明夫 クラモチアキオ 東京桜門 4R-3Z

会員増強委員会委員 渡邊朋子 ワタナベトモコ 東京鶯谷 6R-2Z

会員増強委員会委員 磯﨑正 イソザキタダシ 東京上野東 6R-2Z

会員増強委員会委員 吉岡晋 ヨシオカススム 東京けやき 7R-2Z

会員増強委員会委員 谷内田美佐子 ヤチダミサコ 東京豊島西 8R-1Z

会員増強委員会委員 宇田川好信 ウダガワヨシノブ 東京大江戸 11R-3Z

会員増強委員会委員 前野拓郎 マエノタクオ 東京三鷹 12R-1Z

会員増強委員会委員 小林伸光 コバヤシノブミツ 東京吉祥寺 12R-1Z

会員増強委員会委員 野島繁 ノジマシゲル 東京西東京 13R-2Z

会員増強委員会委員 青栁千尋 アオヤギチヒロ 東京東村山中央 13R-2Z

会員増強委員会委員 橋本秀一 ハシモトヒデイチ 東京八王子陵東 14R-1Z

会員増強委員会ＳＰＡ 橋口啓一 ハシグチケイイチ 東京葵 1R-3Z

クラブサクセス委員会委員長 佐々木洋文 ササキヒロブミ 東京中野 11R-2Z

クラブサクセス委員会副委員長 三和田義廣 ミワタヨシヒロ 東京新世紀 1R-3Z

クラブサクセス委員会副委員長 大瀧洋子 オオタキヨウコ 東京飛翔 6R-1Z

クラブサクセス委員会副委員長 河津延樹 カワツノブキ 東京自由が丘 10R-3Z

クラブサクセス委員会副委員長 中山典隆 ナカヤマノリタカ 東京中野 11R-2Z

クラブサクセス委員会委員 山田文一 ヤマダフミカズ 東京葵 1R-3Z
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クラブサクセス委員会委員 松井政廣 マツイマサヒロ 東京晴海 2R-2Z

クラブサクセス委員会委員 間明田勝彦 マミョウダカツヒコ 東京高輪 3R-1Z

クラブサクセス委員会委員 吉田秀美 ヨシダヒデミ 東京隅田川 4R-1Z

クラブサクセス委員会委員 岩楯孝男 イワタテタカオ 東京江戸川南 5R-2Z

クラブサクセス委員会委員 杉山繁郎 スギヤマシゲオ 東京駒込 8R-1Z

クラブサクセス委員会委員 森鉄雄 モリテツオ 東京成城 10R-3Z

クラブサクセス委員会委員 甲斐康歳 カイヤストシ 東京西東京 13R-2Z

エクステンション委員会委員長 杉村基 スギムラモトイ 東京キング 11R-3Z

エクステンション委員会副委員長 高橋美恵子 タカハシミエコ 東京すずしろ 7R-3Z

エクステンション委員会副委員長 茂木秀雄 モギヒデオ 東京目黒 9R-2Z

エクステンション委員会委員 吉田秋光 ヨシダアキミツ 東京新世紀 1R-3Z

エクステンション委員会委員 服部誠 ハットリマコト 東京新橋 3R-1Z

エクステンション委員会委員 斉藤太治 サイトウダイジ 東京葛飾 5R-1Z

エクステンション委員会委員 佐々木まどか ササキマドカ 東京世田谷 10R-2Z

エクステンション委員会委員 田中文太郎 タナカフミタロウ 東京世田谷 10R-2Z

エクステンション委員会委員 城戸崎保博 キドサキヤスヒロ 東京成城 10R-3Z

エクステンション委員会委員 川名喜正 カワナヨシマサ 東京キング 11R-3Z

エクステンション委員会委員 鶴田實 ツルタミノル 東京田無 13R-2Z

家族会員・ライオンズカード推進委員会委員長 小川晶子 オガワアキコ 東京ウィル 7R-3Z

家族会員・ライオンズカード推進委員会副委員長 井口修一 イグチシュウイチ 東京高輪 3R-1Z

家族会員・ライオンズカード推進委員会副委員長 目黒義繁 メグロヨシシゲ 東京霞ヶ関 3R-2Z

家族会員・ライオンズカード推進委員会副委員長 天間勝治 テンマカツジ 東京虎ノ門 3R-2Z

家族会員・ライオンズカード推進委員会委員 佐野経明 サノツネアキ 東京丸の内 1R-1Z

家族会員・ライオンズカード推進委員会委員 斎藤和孝 サイトウカズタカ 東京葵 1R-3Z

家族会員・ライオンズカード推進委員会委員 榊原恵子 サカキバラケイコ 東京赤坂 3R-3Z

家族会員・ライオンズカード推進委員会委員 熊倉智光 クマクラトモミツ 東京綾瀬 5R-1Z

家族会員・ライオンズカード推進委員会委員 大杉実 オオスギミノル 東京巣鴨 8R-2Z

家族会員・ライオンズカード推進委員会委員 渡部一弥 ワタベカズヤ 東京光が丘 7R-3Z

家族会員・ライオンズカード推進委員会委員 竹花秀勝 タケハナヒデカツ 東京荏原 9R-1Z

家族会員・ライオンズカード推進委員会委員 柏崎文昭 カシワザキフミアキ 東京シティ 10R-3Z

家族会員・ライオンズカード推進委員会委員 鈴木秀彦 スズキヒデヒコ 東京新宿北 11R-1Z

家族会員・ライオンズカード推進委員会委員 内田嘉人 ウチダヨシト 東京キング 11R-3Z

会則・会員・組織連携委員会委員長 浅野憲一 アサノケンイチ 東京青山 3R-3Z

会則・会員・組織連携委員会副委員長 瀧川清人 タキガワキヨヒト 東京吉祥寺 12R-1Z

会則・会員・組織連携委員会副委員長 山田健一 ヤマダケンイチ 東京福生 14R-2Z

会則・会員・組織連携委員会委員 廣谷慎一 ヒロタニシンイチ 東京赤坂 3R-3Z

会則・会員・組織連携委員会委員 衣笠博介 キヌガサヒロスケ 東京桜門 4R-3Z

会則・会員・組織連携委員会委員 木下榮弘 キノシタエイコウ 東京荒川西 7R-1Z

会則・会員・組織連携委員会委員 横山莊司 ヨコヤマショウジ 東京目白 8R-1Z

会則・会員・組織連携委員会委員 黒澤清和 クロサワキヨカズ 東京目黒 9R-2Z

会則・会員・組織連携委員会ＳＰＡ 竹本裕美 タケモトヒロミ 東京新宿東 11R-3Z

指導力育成委員会委員長 木島庄市 キジマショウイチ 東京城東 4R-2Z

指導力育成委員会副委員長 守時光暉 モリトキコウキ 東京 1R-1Z

指導力育成委員会副委員長 清水峰次 シミズミネツグ 東京千代田 1R-1Z

指導力育成委員会副委員長 元田秀治 モトダヒデハル 東京鶯谷 6R-2Z
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指導力育成委員会副委員長 梶正明 カジマサアキ 東京羽村 14R-2Z

指導力育成委員会委員 木川建介 キガワケンスケ 東京銀座 2R-2Z

指導力育成委員会委員 宮本正好 ミヤモトマサヨシ 東京芝 3R-1Z

指導力育成委員会委員 岡田孝子 オカダタカコ 東京白門 4R-3Z

指導力育成委員会委員 奥山貞夫 オクヤマサダオ 東京葛飾 5R-1Z

指導力育成委員会委員 諸泉良明 モロイズミヨシアキ 東京浅草 6R-1Z

指導力育成委員会委員 則岡孝子 ノリオカタカコ 東京セイシン 8R-2Z

指導力育成委員会委員 新井和雄 アライカズオ 東京蒲田 9R-1Z

指導力育成委員会委員 黒米俊哉 クロゴメトシヤ 東京府中 12R-1Z

指導力育成委員会SPA 菅原雅雄 スガワラマサオ 東京堀留 2R-1Z

青年アカデミー委員会委員長 戸部研一 トベケンイチ 東京数寄屋橋 2R-2Z

青年アカデミー委員会副委員長 坪谷茂 ツボヤシゲル 東京平成 2R-2Z

青年アカデミー委員会副委員長 茅島純一 カヤシマジュンイチ 東京江戸川東 5R-2Z

青年アカデミー委員会副委員長 池田謙司 イケダケンジ 東京新都心 11R-1Z

青年アカデミー委員会副委員長 古川竜也 フルカワタツヤ 東京キング 11R-3Z

青年アカデミー委員会委員 溝口文穂 ミゾグチフミホ 東京 1R-1Z

青年アカデミー委員会委員 西澤隆廣 ニシザワタカヒロ 東京ワンハンドレッド 1R-3Z

青年アカデミー委員会委員 芳賀英紀 ハガヒデノリ 東京平成 2R-2Z

青年アカデミー委員会委員 野坂貢一 ノサカコウイチ 東京浜松町 3R-1Z

青年アカデミー委員会委員 橋本隆夫 ハシモトタカオ 東京ヒルズ 3R-3Z

青年アカデミー委員会委員 鹿野祥誠 シカノヨシサト 東京フロンティア 5R-2Z

青年アカデミー委員会委員 渡邊滋 ワタナベシゲル 東京志村 7R-2Z

青年アカデミー委員会委員 志村昭 シムラアキラ 東京けやき 7R-2Z

青年アカデミー委員会委員 小森俊哉 コモリトシヤ 東京荏原 9R-1Z

青年アカデミー委員会委員 氣谷昌代 キヤマサヨ 東京渋谷 10R-1Z

青年アカデミー委員会委員 手塚利行 テヅカトシユキ 東京世田谷 10R-2Z

青年アカデミー委員会委員 柿澤美貴 カキザワミキ 東京21世紀 11R-1Z

青年アカデミー委員会委員 小野隆子 オノタカコ 東京しいの木 11R-2Z

青年アカデミー委員会委員 中村三奈 ナカムラミナ 東京八王子陵東 14R-1Z

広報委員会委員長 柴田誠 シバタマコト 東京新都心 11R-1Z

広報委員会副委員長 山口聖之 ヤマグチマサユキ 東京中央南 7R-1Z

広報委員会副委員長 宇埜正純 ウノマサズミ 東京巣鴨 8R-2Z

広報委員会副委員長 桂太郎 カツラタロウ 東京世田谷 10R-2Z

広報委員会委員 荒川友美子 アラカワユミコ 東京千代田 1R-1Z

広報委員会委員 新田尚志 ニッタヒサシ 東京麻布 3R-2Z

広報委員会委員 後藤裕文 ゴトウヒロフミ 東京法政 4R-3Z

広報委員会委員 中吉淳喜 ナカヨシアツヒサ 東京羽田 9R-1Z

広報委員会委員 矢追秀紀 ヤオイヒデノリ 東京ウエスト 9R-2Z

広報委員会委員 増田正明 ﾏｽﾀﾞﾏｻｱｷ 東京田無 13R-2Z

広報委員会委員 高橋美作 タカハシミサク 東京羽村 14R-2Z

ＩＴ合理化・事務局緊急対応委員会委員長 向井忠義 ムカイタダヨシ 東京三鷹 12R-1Z

ＩＴ合理化・事務局緊急対応委員会副委員長 赤尾嘉晃 アカオヨシアキ 東京豊新 8R-1Z

ＩＴ合理化・事務局緊急対応委員会副委員長 木下知紀 キノシタトモキ 東京世田谷 10R-2Z

ＩＴ合理化・事務局緊急対応委員会副委員長 矢田部満 ヤタベミツル 東京調布 12R-1Z

ＩＴ合理化・事務局緊急対応委員会副委員長 原田純子 ハラダジュンコ 東京八王子高尾 14R-1Z
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ＩＴ合理化・事務局緊急対応委員会委員 柴﨑武士 シバザキタケシ 東京葛飾東 5R-1Z

ＩＴ合理化・事務局緊急対応委員会委員 松本正一郎 マツモトショウイチロウ 東京品川 9R-1Z

ＩＴ合理化・事務局緊急対応委員会委員 若松範彦 ワカマツノリヒコ 東京新宿 11R-1Z

ＩＴ合理化・事務局緊急対応委員会委員 笠原伸太郎 カサハラシンタロウ 東京吉祥寺 12R-1Z

ＩＴ合理化・事務局緊急対応委員会委員 大和祥郎 ヤマトヨシオ 東京国立 13R-1Z

ＩＴ合理化・事務局緊急対応委員会委員 遠藤登 エンドウノボル 東京日野 14R-1Z

ＩＴ合理化・事務局緊急対応委員会ＳＰＡ 荘英隆 ソウヒデタカ 東京恵比寿 10R-1Z

青少年・レオ・ライオンズクエスト委員会委員長 蓮沼建治 ハスヌマケンジ 東京江戸川南 5R-2Z

青少年・レオ・ライオンズクエスト委員会副委員長 萬屋裕 ヨロズヤユタカ 東京高輪 3R-1Z

青少年・レオ・ライオンズクエスト委員会副委員長 川村健 カワムラケン 東京江戸川中央 5R-2Z

青少年・レオ・ライオンズクエスト委員会委員 藤ヶ崎隆久 フジガサキタカヒサ 東京番町 1R-2Z

青少年・レオ・ライオンズクエスト委員会委員 吉岡龍見 ヨシオカタツミ 東京番町 1R-2Z

青少年・レオ・ライオンズクエスト委員会委員 大和田尚子 オオワダナオコ 東京赤坂 3R-3Z

青少年・レオ・ライオンズクエスト委員会委員 三浦泰史 ミウラタイシ 東京駿河台 4R-3Z

青少年・レオ・ライオンズクエスト委員会委員 島田芳子 シマダヨシコ 東京亀有 5R-1Z

青少年・レオ・ライオンズクエスト委員会委員 入澤亨 イリサワトオル 東京秋葉原 6R-1Z

青少年・レオ・ライオンズクエスト委員会委員 秋元政江 アキモトマサエ 東京池袋 8R-1Z

青少年・レオ・ライオンズクエスト委員会委員 松尾和英 マツオカズヒデ 東京五反田 9R-2Z

青少年・レオ・ライオンズクエスト委員会委員 渡部富夫 ワタナベトミオ 東京田無 13R-2Z

薬物乱用防止委員会委員長 柳屋隆 ヤナギヤタカシ 東京渋谷 10R-1Z

薬物乱用防止委員会副委員長 宮本志づ子 ミヤモトシヅコ 東京紀尾井町 1R-2Z

薬物乱用防止委員会副委員長 上田浩司 ウエダコウジ 東京桜門 4R-3Z

薬物乱用防止委員会副委員長 森瀬宗忠 モリセムネタダ 東京石泉 7R-3Z

薬物乱用防止委員会副委員長 村上隆信 ムラカミタカノブ 東京ウエスト 9R-2Z

薬物乱用防止委員会委員 松永清 マツナガキヨシ 東京馬場先門 1R-1Z

薬物乱用防止委員会委員 芦川正義 アシカワマサヨシ 東京ワンハンドレッド 1R-3Z

薬物乱用防止委員会委員 丸井一弘 マルイカズヒロ 東京蒼天 1R-3Z

薬物乱用防止委員会委員 小金井敬 コガネイヒロシ 東京新橋 3R-1Z

薬物乱用防止委員会委員 高橋功 タカハシイサオ 東京霞ヶ関 3R-2Z

薬物乱用防止委員会委員 村山正己 ムラヤマショウキ 東京麻布 3R-2Z

薬物乱用防止委員会委員 辻謙一 ツジケンイチ 東京北 7R-1Z

薬物乱用防止委員会委員 永浜静江 ナガハマシズエ 東京ウィル 7R-3Z

薬物乱用防止委員会委員 杉原省吾 スギハラショウゴ 東京豊島 8R-1Z

薬物乱用防止委員会委員 木村晃一 キムラコウイチ 東京大森 9R-1Z

薬物乱用防止委員会委員 村上誠 ムラカミマコト 東京ウイング 9R-1Z

薬物乱用防止委員会委員 高木正隆 タカギマサタカ 東京渋谷 10R-1Z

薬物乱用防止委員会委員 吉田哲也 ヨシダテツヤ 東京新宿 11R-1Z

薬物乱用防止委員会委員 道橋和志 ミチハシカズシ 東京スバル 11R-1Z

薬物乱用防止委員会委員 滝島八郒 タキシマハチロウ 東京小平 13R-2Z

薬物乱用防止委員会委員 綾瀬豊 アヤセユタカ 東京八王子陵東 14R-1Z

ＹＥ委員会委員長 青木秀茂 アオキヒデシゲ 東京吉祥寺 12R-1Z

ＹＥ委員会副委員長 須藤修 スドウオサム 東京芝 3R-1Z

ＹＥ委員会副委員長 岡田喜一郎 オカダキイチロウ 東京上野 6R-2Z

ＹＥ委員会委員 清水雪男 シミズユキオ 東京尾張町 2R-2Z

ＹＥ委員会委員 岩田護 イワタマモル 東京セントポール 4R-3Z
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ＹＥ委員会委員 根津万寿夫 ネヅマスオ 東京江戸川南 5R-2Z

ＹＥ委員会委員 五箇一善 ゴカカズヨシ 東京北 7R-1Z

ＹＥ委員会委員 五十嵐昌平 イガラシショウヘイ 東京ウエスト 9R-2Z

ＹＥ委員会委員 武市通孝 タケイチミチタカ 東京しいの木 11R-2Z

ＹＥ委員会委員 浜田一真 ハマダカズマ 東京吉祥寺 12R-1Z

ＹＥ委員会委員 矢島武志 ヤジマタケシ 東京吉祥寺 12R-1Z

ＹＥ委員会委員 芹澤貴美子 セリザワキミコ 東京秋川 14R-2Z

ＹＥ委員会ＳＰＡ 鷹箸貞夫 タカノハシサダオ 東京尾張町 2R-2Z

ＬＣＩＦ委員会委員長 小堀光由 コボリミツヨシ 東京芝 3R-1Z

ＬＣＩＦ委員会副委員長 森本康二郎 モリモトコウジロウ 東京フロンティア 5R-2Z

ＬＣＩＦ委員会副委員長 川口学 カワグチマナブ 東京羽田 9R-1Z

ＬＣＩＦ委員会副委員長 寺田近雄 テラダチカオ 東京渋谷 10R-1Z

ＬＣＩＦ委員会副委員長 北村昭子 キタムラアキコ 東京新都心 11R-1Z

ＬＣＩＦ委員会副委員長 松尾昭俊 マツオアキトシ 東京立川 13R-1Z

ＬＣＩＦ委員会委員 角田美智子 ツノダミチコ 東京関東 1R-3Z

ＬＣＩＦ委員会委員 山田春雄 ヤマダハルオ 東京銀座 2R-2Z

ＬＣＩＦ委員会委員 平沢礼子 ヒラサワアヤコ 東京江北 5R-1Z

ＬＣＩＦ委員会委員 松尾志朗 マツオシロウ 東京練馬 7R-3Z

ＬＣＩＦ委員会委員 山本晶美 ヤマモトマサミ 東京すずしろ 7R-3Z

ＬＣＩＦ委員会委員 洗昌躬 アライマサミ 東京豊島 8R-1Z

ＬＣＩＦ委員会委員 菊池一夫 キクチカズオ 東京青梅 14R-2Z

国際協調委員会委員長 今井文彦 イマイフミヒコ 東京巣鴨 8R-2Z

国際協調委員会副委員長 内田篤 ウチダアツシ 東京麻布 3R-2Z

国際協調委員会副委員長 山田順子 ヤマダジュンコ 東京すずしろ 7R-3Z

国際協調委員会副委員長 今田妙子 イマダタエコ 東京豊島西 8R-1Z

国際協調委員会副委員長 中村浩梓 ナカムラヒロシ 東京吉祥寺 12R-1Z

国際協調委員会委員 林照子 ハヤシテルコ 東京尾張町 2R-2Z

国際協調委員会委員 亀井政雄 カメイマサオ 東京法政 4R-3Z

国際協調委員会委員 新井寛一 アライカンイチ 東京江戸川 5R-2Z

国際協調委員会委員 吉野行英 ヨシノユキヒデ 東京不忍 6R-2Z

国際協調委員会委員 清水雄二 シミズユウジ 東京豊新 8R-1Z

国際協調委員会委員 岩崎欽二 イワサキキンジ 東京原宿 10R-1Z

国際協調委員会委員 福原進 フクハラススム 東京スバル 11R-1Z

国際協調委員会委員 若松卓 ワカマツタカシ 東京四谷 11R-3Z

国際協調委員会委員 高橋孝栄 タカハシコウエイ 東京町田 12R-2Z

国際協調委員会ＳＰＡ 田倉仁 タクラヒトシ 東京八王子高尾 14R-1Z

献眼・献腎・臓器移植委員会委員長 大島一夫 オオシマカズオ 東京上野 6R-2Z

献眼・献腎・臓器移植委員会副委員長 吉田秀子 ヨシダヒデコ 東京馬場先門 1R-1Z

献眼・献腎・臓器移植委員会副委員長 厚澤弘陳 アツザワヒロノブ 東京関東 1R-3Z

献眼・献腎・臓器移植委員会副委員長 真﨑邦雄 マサキクニオ 東京亀有 5R-1Z

献眼・献腎・臓器移植委員会委員 今井龍司 イマイリュウジ 東京葵 1R-3Z

献眼・献腎・臓器移植委員会委員 稲垣匡伸 イナガキマサノブ 東京霞ヶ関 3R-2Z

献眼・献腎・臓器移植委員会委員 飯尾雄一 イイオユウイチ 東京麻布 3R-2Z

献眼・献腎・臓器移植委員会委員 鈴木薫 スズキカオル 東京城東 4R-2Z

献眼・献腎・臓器移植委員会委員 平山一郎 ヒラヤマイチロウ 東京鶯谷 6R-2Z



委員会役職 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

献眼・献腎・臓器移植委員会委員 田村豊也 タムラアツヤ 東京山手 10R-2Z

献眼・献腎・臓器移植委員会委員 眞渕薫 マブチカオル 東京早稲田 11R-3Z

献眼・献腎・臓器移植委員会委員 髙野浩樹 タカノヒロキ 東京キング 11R-3Z

献眼・献腎・臓器移植委員会委員 長谷山勝美 ハセヤマカツミ 東京東久留米 13R-2Z

献血・骨髄移植委員会委員長 島田益吉 シマダマスキチ 東京さぎそう 10R-3Z

献血・骨髄移植委員会副委員長 大山和次 オオヤマカズツグ 東京桜門 4R-3Z

献血・骨髄移植委員会副委員長 湯田啓一 ユダケイイチ 東京セントポール 4R-3Z

献血・骨髄移植委員会副委員長 折登紀昭 オリトノリアキ 東京葛飾 5R-1Z

献血・骨髄移植委員会委員 雨宮弘枝 アメミヤヒロエ 東京柳橋 2R-1Z

献血・骨髄移植委員会委員 宮下仁志 ミヤシタヒトシ 東京葛飾東 5R-1Z

献血・骨髄移植委員会委員 川村廣 カワムラヒロシ 東京江戸川 5R-2Z

献血・骨髄移植委員会委員 板東誠 バンドウマコト 東京江戸川東 5R-2Z

献血・骨髄移植委員会委員 小林幸栄 コバヤシサチエ 東京サンシャイン 8R-1Z

献血・骨髄移植委員会委員 北見正雄 キタミマサオ 東京三軒茶屋 10R-2Z

献血・骨髄移植委員会委員 渡辺才司 ワタナベサイジ 国分寺 13R-1Z

献血・骨髄移植委員会委員 瀬間正義 セママサヨシ 東京西東京 13R-2Z

社会福祉・障がい者支援委員会委員長 野々晴久 ノノハルヒサ 東京玉川 10R-3Z

社会福祉・障がい者支援委員会副委員長 大根田タミ オオネダタミ 東京芝 3R-1Z

社会福祉・障がい者支援委員会副委員長 加藤敏彦 カトウトシヒコ 東京豊新 8R-1Z

社会福祉・障がい者支援委員会副委員長 谷山光俊 タニヤマミツトシ 東京ウエスト 9R-2Z

社会福祉・障がい者支援委員会副委員長 松浦辰吉 マツウラタツヨシ 東京原宿 10R-1Z

社会福祉・障がい者支援委員会委員 中原剛 ナカハラタケシ 東京新世紀 1R-3Z

社会福祉・障がい者支援委員会委員 田村聖二 タムラセイジ 東京平成 2R-2Z

社会福祉・障がい者支援委員会委員 渋谷三千雄 シブヤミチオ 東京霞ヶ関 3R-2Z

社会福祉・障がい者支援委員会委員 池田幸司 イケダコウジ 東京神宮 3R-3Z

社会福祉・障がい者支援委員会委員 山﨑紀世恵 ヤマザキキセエ 東京江戸川 5R-2Z

社会福祉・障がい者支援委員会委員 金子俊良 カネコトシヨシ 東京光が丘 7R-3Z

社会福祉・障がい者支援委員会委員 堺田明美 サカイダアケミ 東京ウイング 9R-1Z

社会福祉・障がい者支援委員会委員 鈴木英子 スズキエイコ 東京渋谷 10R-1Z

社会福祉・障がい者支援委員会委員 柳原敏彦 ヤナギハラトシヒコ 東京成城 10R-3Z

社会福祉・障がい者支援委員会委員 笹本悦弘 ササモトエツヒロ 東京立川 13R-1Z

社会福祉・障がい者支援委員会委員 佐竹稲史 サタケトシフミ 東京横田 13R-1Z

社会福祉・障がい者支援委員会委員 川野益弘 カワノマスヒロ 武蔵村山 13R-1Z

社会福祉・障がい者支援委員会委員 指田勇 サシダイサム 東京羽村 14R-2Z

社会福祉・障がい者支援委員会ＳＰＡ 見津康 ミツヤスシ 東京飯田橋 8R-2Z

環境保全委員会委員長 森本憲治 モリモトケンジ 東京八王子高尾 14R-1Z

環境保全委員会副委員長 藤井正剛 フジイセイゴウ 東京山手 10R-2Z

環境保全委員会副委員長 後藤登 ゴトウノボル 東京武蔵野 12R-1Z

環境保全委員会副委員長 中場義則 ナカバヨシノリ 東京吉祥寺 12R-1Z

環境保全委員会委員 中嶋孝夫 ナカジマタカオ 東京ワンハンドレッド 1R-3Z

環境保全委員会委員 西村正人 ニシムラマサト 東京霞ヶ関 3R-2Z

環境保全委員会委員 高橋淳 タカハシジュン 東京江戸川 5R-2Z

環境保全委員会委員 尾世敏彦 オセトシヒコ 東京鶯谷 6R-2Z

環境保全委員会委員 清水一郎 シミズイチロウ 東京練馬 7R-3Z

環境保全委員会委員 篠﨑美千代 シノザキミチヨ 東京ウィル 7R-3Z
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環境保全委員会委員 小瀧弘幸 コタキヒロユキ 東京フューチャー 8R-2Z

環境保全委員会委員 石井由紀子 イシイユキコ 東京新宿 11R-1Z

緊急アラート委員会委員長 宮本慶文 ミヤモトヨシユキ 東京荒川西 7R-1Z

緊急アラート委員会副委員長 古川浩成 フルカワコウセイ 東京荒川 7R-1Z

緊急アラート委員会副委員長 久保田明雄 クホタアキオ 東京赤羽 7R-1Z

緊急アラート委員会副委員長 島貫秀樹 シマヌキヒデキ 東京荒川西 7R-1Z

緊急アラート委員会副委員長 和﨑健治 ワサキケンジ 東京練馬 7R-3Z

緊急アラート委員会副委員長 窪村幸子 クボムラユキコ 東京ウィル 7R-3Z

緊急アラート委員会副委員長 金澤喜章 カナザワヨシアキ 東京21世紀 11R-1Z

緊急アラート委員会委員 田村祥江 タムラヨシエ 東京ワンハンドレッド 1R-3Z

緊急アラート委員会委員 和田俊一 ワダシュンイチ 東京江戸川 5R-2Z

緊急アラート委員会委員 関博方 セキヒロカタ 東京鶯谷 6R-2Z

緊急アラート委員会委員 渡部智大 ワタナベトモヒロ 東京フューチャー 8R-2Z

緊急アラート委員会委員 澤浦勝彦 サワウラカツヒコ 東京荏原 9R-1Z

緊急アラート委員会委員 亀川賢一 カメガワケンイチ 東京世田谷 10R-2Z

緊急アラート委員会委員 大原紘子 オオハラヒロコ 東京玉川 10R-3Z

緊急アラート委員会委員 玉井重敏 タマイシゲトシ 東京中野 11R-2Z

緊急アラート委員会委員 中田定男 ナカダサダオ 東京杉並東 11R-2Z

緊急アラート委員会委員 三上修平 ミカミシュウヘイ 東京立川 13R-1Z

緊急アラート委員会委員 岡部裕多察 オカベマサタミ 東京秋川 14R-2Z

国際大会参加委員会委員長 下川浩 シモカワヒロシ 東京大森 9R-1Z

国際大会参加委員会副委員長 田原進 タワラススム 東京番町 1R-2Z

国際大会参加委員会副委員長 佐原幸雄 サハラユキオ 東京みやこ 1R-3Z

国際大会参加委員会副委員長 渋川嘉秋 シブカワヨシアキ 東京江東南 4R-2Z

国際大会参加委員会副委員長 御厨正敬 ミクリヤマサタカ 東京江戸川東 5R-2Z

国際大会参加委員会副委員長 佐藤外次 サトウソトジ 東京日野 14R-1Z

国際大会参加委員会副委員長 増田克哉 マスダカツヤ 東京八王子高尾 14R-1Z

国際大会参加委員会委員 伊賀恵司 イガケイジ 東京平成 2R-2Z

国際大会参加委員会委員 田中良子 タナカリョウコ 東京麻布 3R-2Z

国際大会参加委員会委員 根岸久美子 ネギシクミコ 東京上野南 6R-2Z

国際大会参加委員会委員 横山健治 ヨコヤマケンジ 東京豊新 8R-1Z

国際大会参加委員会委員 清水昭洋 シミズアキヒロ 東京荏原 9R-1Z

国際大会参加委員会委員 池田重雄 イケダシゲオ 東京杉並 11R-2Z

国際大会参加委員会委員 坂本道昭 サカモトミチアキ 東京早稲田 11R-3Z

国際大会参加委員会委員 矢沢きよみ ヤザワキヨミ 東京町田 12R-2Z

国際大会参加委員会委員 中原教智 ナカハラノリトモ 東京八王子いちょう 14R-1Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会委員長 池田和司 イケダコウジ 東京桜門 4R-3Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会副委員長 田中圭子 タナカケイコ 東京麻布 3R-2Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会副委員長 清口猛 セグチタケシ 東京深川 4R-2Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会副委員長 工藤章 クドウアキラ 東京九段 8R-2Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会副委員長 竹川司 タケカワツカサ 東京21世紀 11R-1Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会委員 柿澤未途 カキザワミト 東京 1R-1Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会委員 菅野弘一 カンノコウイチ 東京高輪 3R-1Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会委員 大塚隆朗 オオツカタカアキ 東京赤坂 3R-3Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会委員 樋田成和 トヨダシゲカズ 東京隅田川 4R-1Z
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オリンピック・パラリンピック招致支援委員会委員 石田哲司 イシダテツジ 東京江東 4R-2Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会委員 松本光史 マツモトコウジ 東京江東 4R-2Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会委員 吉川和男 ヨシカワカズオ 東京セントポール 4R-3Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会委員 田中健 タナカケン 東京ウイング 9R-1Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会委員 出口有公 イデグチユウコウ 東京成城 10R-3Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会委員 鈴木研治 スズキケンジ 東京杉並東 11R-2Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会委員 宮崎章 ミヤザキアキラ 東京立川 13R-1Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会委員 高橋信博 タカハシノブヒロ 東京小平 13R-2Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会ＳＰＡ 小坂哲瑯 コサカテツロウ 東京日比谷 1R-1Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会ＳＰＡ 鈴木定光 スズキサダミツ 東京江東南 4R-2Z

オリンピック・パラリンピック招致支援委員会ＳＰＡ 大石和夫 オオイシカズオ 東京青山 3R-3Z

第５９回年次大会委員会委員長 山浦晟暉 ヤマウラセイキ 東京新宿 11R-1Z

第５９回年次大会委員会副委員長 屋代誠一 ヤシロセイイチ 東京日本橋 2R-1Z

第５９回年次大会委員会副委員長 高桑昌彦 タカクワマサヒコ 東京数寄屋橋 2R-2Z

第５９回年次大会委員会副委員長 杉浦昭和 スギウラアキカズ 東京新宿 11R-1Z

第５９回年次大会委員会副委員長 渡辺豊 ワタナベユタカ 東京新都心 11R-1Z

第５９回年次大会委員会委員 中山省吾 ナカヤマショウゴ 東京中央 1R-3Z

第５９回年次大会委員会委員 田野倉和己 タノクラカズミ 東京立川 13R-1Z

第５９回年次大会委員会委員 戸花靖典 トバナヤスノリ 東京立川 13R-1Z

第５９回年次大会委員会ＳＰＡ 戸田一朗 トダイチロウ 東京麻布 3R-2Z

法人化検討推進委員会委員長 杉山南見夫 スギヤマナミオ 東京青梅 14R-2Z

法人化検討推進委員会副委員長 黒井朝久 クロイトモヒサ 東京尾張町 2R-2Z

法人化検討推進委員会副委員長 瀧澤賢司 タキザワケンジ 東京隅田川 4R-1Z

法人化検討推進委員会副委員長 朝夷弘一 アサイナコウイチ 東京綾瀬 5R-1Z

法人化検討推進委員会委員 大橋周治 オオハシシュウジ 東京芝 3R-1Z

法人化検討推進委員会委員 水津正臣 スイヅマサオミ 東京白門 4R-3Z

法人化検討推進委員会委員 岩村浩秀 イワムラヒロヒデ 東京豊新 8R-1Z

法人化検討推進委員会委員 片岡圭太 カタオカケイタ 東京シティ 10R-3Z

法人化検討推進委員会委員 梅若和子 ウメワカカズコ 東京中野 11R-2Z

法人化検討推進委員会委員 丸山良尚 マルヤマヨシナオ 東京吉祥寺 12R-1Z

会計監査 守谷光正 モリヤミツマサ 東京大森 9R-1Z

会計監査 渡辺忠司 ワタナベタダシ 東京杉並東 11R-2Z


