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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 追原 篤男 オイハラ トクオ 東京 1R-1Z

２Ｒリジョン・チェアパーソン 戸部 研一 トベ ケンイチ 東京数寄屋橋 2R-2Z

３Ｒリジョン・チェアパーソン 田中 隆三 タナカ リュウゾウ 東京赤坂 3R-3Z

４Ｒリジョン・チェアパーソン 藤井 良一 フジイ リョウイチ 東京江東南 4R-2Z

５Ｒリジョン・チェアパーソン 桐井 義則 キリイ ヨシノリ 東京江戸川東 5R-2Z

６Ｒリジョン・チェアパーソン 清水 義久 シミズ ヨシヒサ 東京飛翔 6R-1Z

７Ｒリジョン・チェアパーソン 山口 勝一 ヤマグチ カツイチ 東京中央南 7R-1Z

８Ｒリジョン・チェアパーソン 中村 安次 ナカムラ ヤスジ 東京巣鴨 8R-2Z

９Ｒリジョン・チェアパーソン 竹花 秀勝 タケハナ ヒデカツ 東京荏原 9R-1Z

１０Ｒリジョン・チェアパーソン 中村 善子 ナカムラ ヨシコ 東京成城 10R-2Z

１１Ｒリジョン・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リジョン・チェアパーソン 吉田 宗一郎 ヨシダ ソウイチロウ 東京武蔵野 12R-1Z

１３Ｒリジョン・チェアパーソン 田野倉 和己 タノクラ カズミ 東京立川 13R-1Z

１４Ｒリジョン・チェアパーソン 鈴木 順一 スズキ ジュンイチ 東京八王子陵東 14R-1Z

１Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 児玉 金之助 コダマ キンノスケ 東京馬場先門 1R-1Z

１Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 礒崎 元彦 イソザキ モトヒコ 東京桜田門 1R-2Z

１Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 今井 龍司 イマイ リュウジ 東京葵 1R-3Z

２Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 小林 眞理子 コバヤシ マリコ 東京MINATO21 2R-1Z

２Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 山田 春雄 ヤマダ ハルオ 東京銀座 2R-2Z

２Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 栗原 敏直 クリハラ トシナオ 東京みやこ 2R-3Z

３Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 牧野 剛嗣 マキノ ゴウジ 東京2020 3R-1Z

３Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 岩津 英資 イワツ エイシ 東京霞ヶ関 3R-2Z

３Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 廣瀬 譲 ヒロセ ジョウ 東京ヒルズ 3R-3Z

４Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 岩井 峰髙 イワイ ミネタカ 東京センチュリー 4R-1Z

４Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 杉浦 富夫 スギウラ トミオ 東京城東 4R-2Z

４Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 阿部 正行 アベ マサユキ 東京駿河台 4R-3Z

５Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 石原 義大 イシハラ ヨシオ 東京亀有 5R-1Z

５Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 茅島 純一 カヤシマ ジュンイチ 東京江戸川東 5R-2Z

５Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 関口 和男 セキグチ カズオ 東京足立 5R-3Z

６Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 宇田川 孚 ウダガワ マコト 東京蔵前 6R-1Z

６Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 反保 耕二 タンポ コウジ 東京イースト 6R-2Z

７Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 西川 千恵子 ニシカワ チエコ 東京荒川西 7R-1Z

７Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 吉岡 晋 ヨシオカ ススム 東京けやき 7R-2Z

７Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 市川 眞幸 イチカワ マサキ 東京石泉 7R-3Z

８Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 柳 秀夫 ヤナギ ヒデオ 東京豊島 8R-1Z

８Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 下薗 喜治 シモゾノ キハル 東京セイシン 8R-2Z

９Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 齊藤 勝 サイトウ マサル 東京大森 9R-1Z

９Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 松尾 和英 マツオ カズヒデ 東京五反田 9R-2Z

１０Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 大城 満 オオシロ ミツル 東京代官山 10R-1Z

１０Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 大原 紘子 オオハラ ヒロコ 東京玉川 10R-2Z

１１Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 寺田 一啓 テラダ カズヒロ 東京新都心 11R-1Z

１１Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 中田 定男 ナカダ サダオ 東京杉並東 11R-2Z

１１Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 前田 信哉 マエダ ノブヤ 東京ハーモニー 11R-3Z

１２Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 浅野 晴夫 アサノ ハルオ 東京三鷹 12R-1Z

１２Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 高橋 貞一 タカハシ テイイチ 東京町田クレイン 12R-2Z

１３Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 平山 和克 ヒラヤマ カズヨシ 東京国立 13R-1Z

１３Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 増田 正明 マスダ マサアキ 東京田無 13R-2Z

１４Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 芝 憲司 シバ ケンジ 東京桑都 14R-1Z

１４Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 高水 謙二 タカミズ ケンジ 東京秋川 14R-2Z


