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役職 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

１Ｒリジョン・チェアパーソン 中島 進 ナカジマ ススム 東京紀尾井町 1R-2Z

２Ｒリジョン・チェアパーソン 草川 重良 クサカワ シゲヨシ 東京京橋 2R-1Z

３Ｒリジョン・チェアパーソン 浅井 洋一郎 アサイ ヨウイチロウ 東京新橋 3R-1Z

４Ｒリジョン・チェアパーソン 松本 光史 マツモト コウジ 東京江東 4R-2Z

５Ｒリジョン・チェアパーソン 高橋 芳久 タカハシ ヨシヒサ 東京江戸川中央 5R-2Z

６Ｒリジョン・チェアパーソン 平澤 勝弘 ヒラサワ カツヒロ 東京上野東 6R-2Z

７Ｒリジョン・チェアパーソン 星野 宏一 ホシノ コウイチ 東京光が丘 7R-3Z

８Ｒリジョン・チェアパーソン 橋本 光祥 ハシモト ミツヨシ 東京豊新 8R-1Z

９Ｒリジョン・チェアパーソン 谷山 光俊 タニヤマ ミツトシ 東京ウエスト 9R-2Z

１０Ｒリジョン・チェアパーソン 柳屋 隆 ヤナギヤ タカシ 東京渋谷 10R-1Z

１１Ｒリジョン・チェアパーソン 村山 義雄 ムラヤマ ヨシオ 東京杉並東 11R-2Z

１２Ｒリジョン・チェアパーソン 瀧川 清人 タキガワ キヨヒト 東京吉祥寺 12R-1Z

１３Ｒリジョン・チェアパーソン 渡部 富夫 ワタナベ トミオ 東京田無 13R-2Z

１４Ｒリジョン・チェアパーソン 野﨑 進 ノザキ ススム 東京秋川 14R-2Z

１Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 中島 庸介 ナカジマ ヨウスケ 東京千代田 1R-1Z

１Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 吉岡 龍見 ヨシオカ タツミ 東京番町 1R-2Z

１Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 斎藤 和孝 サイトウ カズタカ 東京葵 1R-3Z

２Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 菊池 和一 キクチ カズイチ 東京浜町 2R-1Z

２Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 肥田野 晴三 ヒダノ ハルミツ 東京平成 2R-2Z

２Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 西澤 隆廣 ニシザワ タカヒロ 東京ワンハンドレッド 2R-3Z

３Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 栗山 匡司 クリヤマ マサシ 東京浜松町 3R-1Z

３Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 蟹江 康夫 カニエ ヤスオ 東京麻布 3R-2Z

３Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 後藤 満 ゴトウ ミツル 東京神宮 3R-3Z

４Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 林 恒雄 ハヤシ ツネオ 東京墨東 4R-1Z

４Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 渋川 嘉秋 シブカワ ヨシアキ 東京江東南 4R-2Z

４Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 星野 紘紀 ホシノ コウキ 東京白門 4R-3Z

５Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 小林 良吉 コバヤシ リョウキチ 東京葛飾 5R-1Z

５Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 並木 孝行 ナミキ タカユキ 東京江戸川中央 5R-2Z

５Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 松野 敬宣 マツノ タカノリ 東京足立中央 5R-3Z

６Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 菱岡 敏光 ヒシオカ トシミツ 東京浅草 6R-1Z

６Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 中山 仁 ナカヤマ ヒトシ 東京上野東 6R-2Z

７Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 久保田 明雄 クボタ アキオ 東京赤羽 7R-1Z

７Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 木島 克已 キジマ カツミ 東京志村 7R-2Z

７Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 和﨑 健治 ワサキ ケンジ 東京練馬 7R-3Z

８Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 若林 博史 ワカバヤシ ヒロシ 東京池袋 8R-1Z

８Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 荻野 桂一 オギノ ケイイチ 東京神楽坂 8R-2Z

９Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 水野 剛 ミズノ タケシ 東京品川 9R-1Z

９Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 野村 起成 ノムラ タツナリ 東京レスキュー 9R-2Z

１０Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 上田 満雄 ウエダ ミツオ 東京神宮前 10R-1Z

１０Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 山本 康弘 ヤマモト ヤスヒロ 東京世田谷 10R-2Z

１１Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 中井 正力 ナカイ マサリキ 東京新宿 11R-1Z

１１Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 宇田川 直子 ウダガワ ナオコ 東京中野 11R-2Z

１１Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 古川 竜也 フルカワ タツヤ 東京キング 11R-3Z

１２Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 青木 秀茂 アオキ ヒデシゲ 東京吉祥寺 12R-1Z

１２Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 前田 康英 マエダ ヤスヒデ 東京町田 12R-2Z

１３Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 菊地 茂 キクチ シゲル 武蔵村山 13R-1Z

１３Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 鶴田 實 ツルタ ミノル 東京田無 13R-2Z

１４Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 伊藤 裕司 イトウ ユウジ 東京八王子高尾 14R-1Z

１４Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 関塚 博美 セキヅカ ヒロミ 東京青梅 14R-2Z


