
３３０－Ａ地区委員会 2017/9/13現在

委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

中長期ビジョン委員会 委員長 中嶋 文夫 ナカジマ フミオ 東京吉祥寺 12R-1Z

中長期ビジョン委員会 副委員長 高橋 美恵子 タカハシ ミエコ 東京上野南 6R-2Z

中長期ビジョン委員会 副委員長 元田 秀治 モトダ ヒデハル 東京鶯谷 6R-2Z

中長期ビジョン委員会 副委員長 川口 学 カワグチ マナブ 東京羽田 9R-1Z

中長期ビジョン委員会 副委員長 小笠原 耕司 オガサワラ コウジ 東京武蔵野 12R-1Z

中長期ビジョン委員会 副委員長 杉田 昇 スギタ ノボル 東京吉祥寺 12R-1Z

中長期ビジョン委員会 委員 江森 陽子 エモリ ヨウコ 東京銀座 2R-2Z

中長期ビジョン委員会 委員 七戸 淳 シチノヘ ジュン 東京赤坂 3R-3Z

中長期ビジョン委員会 委員 新渕 伸也 ニイブチ シンヤ 東京江東南 4R-2Z

中長期ビジョン委員会 委員 和﨑 健治 ワサキ ケンジ 東京練馬 7R-3Z

中長期ビジョン委員会 委員 市原 晃毅 イチハラ アキヨシ 東京荏原 9R-1Z

中長期ビジョン委員会 委員 相野谷 信之 アイノヤ ノブユキ 東京代官山 10R-1Z

中長期ビジョン委員会 委員 島﨑 政虎 シマザキ マサトラ 東京世田谷 10R-2Z

中長期ビジョン委員会 委員 杉谷 洋二 スギタニ ヨウジ 東京新都心 11R-1Z

中長期ビジョン委員会 委員 中村 久文 ナカムラ ヒサフミ 東京武蔵野 12R-1Z

中長期ビジョン委員会 委員 清水 健二 シミズ ケンジ 東京吉祥寺 12R-1Z

中長期ビジョン委員会 委員 関 飛雄一 セキ ヒュウイチ 東京昭島 13R-1Z

中長期ビジョン委員会 アドバイザー 福田 守弘 フクダ モリヒロ 東京芝 3R-1Z

会員会則委員会 委員長 本橋 光一郎 モトハシ コウイチロウ 東京銀座 2R-2Z

会員会則委員会 副委員長 荒木 貞雄 アラキ サダオ 東京石泉 7R-3Z

会員会則委員会 委員 雨宮 弘枝 アメミヤ ヒロエ 東京柳橋 2R-1Z

会員会則委員会 委員 大山 和次 オオヤマ カズツグ 東京桜門 4R-3Z

会員会則委員会 委員 吉野 行英 ヨシノ ユキヒデ 東京不忍 6R-2Z

会員会則委員会 委員 山本 興司 ヤマモト コウジ 東京北 7R-1Z

会員会則委員会 委員 杉本 長一郎 スギモト チョウイチロウ 東京志村 7R-2Z

会員会則委員会 委員 千原 曜 チハラ ヨウ 東京成城 10R-2Z

会員会則委員会 委員 阿部 清彦 アベ キヨヒコ 東京新宿 11R-1Z

会員会則委員会 委員 嶋﨑 喜一 シマザキ キイチ 東京調布 12R-1Z

会員会則委員会 アドバイザー 菅原 雅雄 スガワラ マサオ 東京堀留 2R-1Z

会員会則委員会 アドバイザー 木島 庄市 キジマ ショウイチ 東京城東 4R-2Z



委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

会員増強委員会 委員長 高桑 昌彦 タカクワ マサヒコ 東京数寄屋橋 2R-2Z

会員増強委員会 副委員長 鹿野 祥誠 シカノ ヨシサト 東京数寄屋橋 2R-2Z

会員増強委員会 副委員長 田原 進 タワラ ススム 東京新橋 3R-1Z

会員増強委員会 副委員長 吉橋 すみれ ヨシハシ スミレ 東京渋谷 10R-1Z

会員増強委員会 副委員長 栗原 真理子 クリハラ マリコ 東京キング 11R-3Z

会員増強委員会 副委員長 綾瀬 豊 アヤセ ユタカ 東京八王子陵東 14R-1Z

会員増強委員会 委員 田上 敏 タノウエ サトシ 東京葵 1R-3Z

会員増強委員会 委員 寺垣 俊介 テラガキ シュンスケ 東京山王 2R-3Z

会員増強委員会 委員 王 晶 ワン ジン 東京虎ノ門 3R-2Z

会員増強委員会 委員 増渕 秀一 マスブチ ヒデカズ 東京白門 4R-3Z

会員増強委員会 委員 千濱 利弘 チハマ トシヒロ 東京江戸川東 5R-2Z

会員増強委員会 委員 髙橋 秀樹 タカハシ ヒデキ 東京足立 5R-3Z

会員増強委員会 委員 堀口 荘 ホリグチ ソウ 東京荏原 9R-1Z

会員増強委員会 委員 田中 真作 タナカ シンサク 東京ウエスト 9R-2Z

会員増強委員会 委員 小松 隆浩 コマツ タカヒロ 東京吉祥寺 12R-1Z

会員増強委員会 委員 山本 和 ヤマモト カズ 東京田無 13R-2Z

会員増強委員会 委員 小方 一博 オガタ カズヒロ 東京八王子いちょう 14R-1Z

会員増強委員会 委員 久冨木 正和 クブキ マサカズ 東京八王子いちょう 14R-1Z

会員増強委員会 委員 中村 三奈 ナカムラ ミナ 東京八王子陵東 14R-1Z

会員増強委員会 アドバイザー 田中 忠男 タナカ タダオ 東京江戸川東 5R-2Z

会員増強委員会 アドバイザー 諸見里 清 モロミザト キヨシ 東京世田谷 10R-2Z

YCE委員会 委員長 須藤 修 スドウ オサム 東京芝 3R-1Z

YCE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

YCE委員会 副委員長 髙橋 長生 タカハシ チョウセイ 東京レスキュー 9R-2Z

YCE委員会 副委員長 田中 文太郎 タナカ フミタロウ 東京世田谷 10R-2Z

YCE委員会 副委員長 矢島 武志 ヤジマ タケシ 東京吉祥寺 12R-1Z

YCE委員会 委員 真野 富美 マノ フミ 東京 1R-1Z

YCE委員会 委員 北岡 知子 キタオカ トモコ 東京銀座 2R-2Z

YCE委員会 委員 三和田 義廣 ミワタ ヨシヒロ 東京新世紀 2R-3Z

YCE委員会 委員 宮本 正好 ミヤモト マサヨシ 東京芝 3R-1Z

YCE委員会 委員 五箇 一善 ゴカ カズヨシ 東京北 7R-1Z

YCE委員会 委員 生形 昌道 ウブカタ マサミチ 東京豊新 8R-1Z

YCE委員会 委員 朝生 公章 アソウ マサアキ 東京成城 10R-2Z

YCE委員会 委員 中村 参子 ナカムラ ミコ 東京さぎそう 10R-2Z

YCE委員会 委員 藤本 ユカリ フジモト ユカリ 東京新都心 11R-1Z

YCE委員会 アドバイザー 河合 悦子 カワイ エツコ 東京みやこ 2R-3Z

YCE委員会 アドバイザー 青木 秀茂 アオキ ヒデシゲ 東京吉祥寺 12R-1Z



委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

広報情報委員会 委員長 佐原 幸雄 サハラ ユキオ 東京みやこ 2R-3Z

広報情報委員会 副委員長 茶谷 彰彦 チャタニ アキヒコ 東京ピース 1R-2Z

広報情報委員会 副委員長 後藤 裕文 ゴトウ ヒロフミ 東京法政 4R-3Z

広報情報委員会 副委員長 坂本 純一 サカモト ジュンイチ 東京三鷹 12R-1Z

広報情報委員会 委員 荒牧 知子 アラマキ トモコ 東京 1R-1Z

広報情報委員会 委員 泉 孝之 イズミ タカユキ 東京葵 1R-3Z

広報情報委員会 委員 高 亨叔 コ ヒョンス 東京銀座 2R-2Z

広報情報委員会 委員 荻 幸旗 オギ コウキ 東京ヒルズ 3R-3Z

広報情報委員会 委員 田下 一雄 タシタ カズオ 東京隅田川 4R-1Z

広報情報委員会 委員 篠﨑 美千代 シノザキ ミチヨ 東京ウィル 7R-3Z

広報情報委員会 委員 津守 勝男 ツモリ カツオ 東京大森 9R-1Z

広報情報委員会 委員 上辻 利隆 カミツジ トシタカ 東京五反田 9R-2Z

広報情報委員会 委員 矢追 秀紀 ヤオイ ヒデノリ 東京ウエスト 9R-2Z

広報情報委員会 委員 飯田 容子 イイダ ヨウコ 東京表参道 10R-1Z

広報情報委員会 委員 桂 太郎 カツラ タロウ 東京世田谷 10R-2Z

広報情報委員会 委員 大和 祥郎 ヤマト ヨシオ 東京国立 13R-1Z

広報情報委員会 アドバイザー 奥山 貞夫 オクヤマ サダオ 東京葛飾 5R-1Z

広報情報委員会 アドバイザー 赤尾 嘉晃 アカオ ヨシアキ 東京豊新 8R-1Z

広報情報委員会 アドバイザー 荘 英隆 ソウ ヒデタカ 東京恵比寿 10R-1Z

エクステンション委員会 委員長 内田 嘉人 ウチダ ヨシト 東京キング 11R-3Z

エクステンション委員会 副委員長 今泉 大輔 イマイズミ ダイスケ 東京ピース 1R-2Z

エクステンション委員会 副委員長 篠宮 光央 シノミヤ コウジ 東京荒川 7R-1Z

エクステンション委員会 副委員長 岩下 浩之 イワシタ ヒロユキ 東京赤羽 7R-1Z

エクステンション委員会 副委員長 細田 未央 ホソダ ミオ 東京表参道 10R-1Z

エクステンション委員会 副委員長 福島 俊郎 フクシマ トシロウ 東京小金井 13R-1Z

エクステンション委員会 委員 松葉 健 マツバ ケン 東京 1R-1Z

エクステンション委員会 委員 松戸 健周 マツド タケチカ 東京桜田門 1R-2Z

エクステンション委員会 委員 山下 規介 ヤマシタ キスケ 東京ピース 1R-2Z

エクステンション委員会 委員 梶原 浩三 カジワラ コウゾウ 東京ヒルズ 3R-3Z

エクステンション委員会 委員 林 恒雄 ハヤシ ツネオ 東京墨東 4R-1Z

エクステンション委員会 委員 伊井 和彦 イイ カズヒコ 東京新宿 11R-1Z

エクステンション委員会 委員 海老澤 護 エビサワ マモル 東京田無 13R-2Z

エクステンション委員会 アドバイザー 阿部 かな子 アベ カナコ 東京ピース 1R-2Z

エクステンション委員会 アドバイザー 城戸崎 保博 キドサキ ヤスヒロ 東京成城 10R-2Z



委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

環境委員会 委員長 佐藤 剛 サトウ タケシ 東京八王子中央 14R-1Z

環境委員会 副委員長 中川 喜美枝 ナカガワ キミエ 東京ピース 1R-2Z

環境委員会 副委員長 村上 隆信 ムラカミ タカノブ 東京ウエスト 9R-2Z

環境委員会 副委員長 宮澤 勇夫 ミヤザワ イサオ 東京国立 13R-1Z

環境委員会 副委員長 蒲生 強 ガモウ ツヨシ 東京八王子陵東 14R-1Z

環境委員会 委員 高倉 倫明 タカクラ ミチアキ 東京有楽町 1R-1Z

環境委員会 委員 浅賀 宗隆 アサガ ムネタカ 東京愛宕山 3R-2Z

環境委員会 委員 中山 進 ナカヤマ ススム 東京神宮 3R-3Z

環境委員会 委員 小林 良吉 コバヤシ リョウキチ 東京葛飾 5R-1Z

環境委員会 委員 島田 芳子 シマダ ヨシコ 東京亀有 5R-1Z

環境委員会 委員 森田 浩司 モリタ コウジ 東京練馬 7R-3Z

環境委員会 委員 櫻井 秀敏 サクライ ヒデトシ 東京原宿 10R-1Z

環境委員会 委員 小林 正治 コバヤシ マサハル 東京立川 13R-1Z

環境委員会 委員 加藤 陽介 カトウ ヨウスケ 東京八王子陵東 14R-1Z

環境委員会 アドバイザー 中島 彰良 ナカジマ アキラ 東京赤坂 3R-3Z

環境委員会 アドバイザー 田中 則雄 タナカ ノリオ 東京桜門 4R-3Z

CEP・指導力育成委員会 委員長 柳井 健一 ヤナイ ケンイチ 東京ウエスト 9R-2Z

CEP・指導力育成委員会 副委員長 加藤 朝美 カトウ アサミ 東京ワンハンドレッド 2R-3Z

CEP・指導力育成委員会 副委員長 石渡 幸雄 イシワタリ ユキオ 東京江東南 4R-2Z

CEP・指導力育成委員会 副委員長 小野 隆子 オノ タカコ 東京上野東 6R-2Z

CEP・指導力育成委員会 副委員長 西野 実 ニシノ ミノル 東京蒲田 9R-1Z

CEP・指導力育成委員会 副委員長 西山 和範 ニシヤマ カズノリ 東京世田谷 10R-2Z

CEP・指導力育成委員会 委員 佐野 経明 サノ ツネアキ 東京丸の内 1R-1Z

CEP・指導力育成委員会 委員 川村 宜禎 カワムラ ヨシサダ 東京葵 1R-3Z

CEP・指導力育成委員会 委員 青木 正孝 アオキ マサタカ 東京銀座 2R-2Z

CEP・指導力育成委員会 委員 髙橋 のり子 タカハシ ノリコ 東京尾張町 2R-2Z

CEP・指導力育成委員会 委員 飯田 豊 イイダ ユタカ 東京葛飾 5R-1Z

CEP・指導力育成委員会 委員 高橋 孝栄 タカハシ コウエイ 東京町田 12R-2Z

CEP・指導力育成委員会 委員 村上 万里 ムラカミ バンリ 東京湧水 13R-2Z

CEP・指導力育成委員会 委員 野﨑 進 ノザキ ススム 東京秋川 14R-2Z

CEP・指導力育成委員会 アドバイザー 脇村 孝友 ワキムラ タカトモ 東京晴海 2R-2Z

CEP・指導力育成委員会 アドバイザー 中村 和男 ナカムラ カズオ 東京杉並東 11R-2Z



委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

LCIF推進委員会 委員長 伊賀 則夫 イガ ノリオ 東京葵 1R-3Z

LCIF推進委員会 副委員長 山本 和夫 ヤマモト カズオ 東京 1R-1Z

LCIF推進委員会 副委員長 木内 健太 キウチ ケンタ 東京築地 2R-2Z

LCIF推進委員会 副委員長 大塚 公彦 オオツカ キミヒコ 東京セイシン 8R-2Z

LCIF推進委員会 副委員長 田中 世根夫 タナカ ヨネオ 東京シティ 10R-2Z

LCIF推進委員会 副委員長 須藤 雅明 スドウ マサアキ 東京国立 13R-1Z

LCIF推進委員会 副委員長 田倉 仁 タクラ ヒトシ 東京八王子高尾 14R-1Z

LCIF推進委員会 委員 渡邉 宏 ワタナベ ヒロシ 東京一ツ橋 1R-2Z

LCIF推進委員会 委員 五十嵐 一嘉 イガラシ ｶｽﾞﾖｼ 東京新橋 3R-1Z

LCIF推進委員会 委員 安達 明正 アダチ アキマサ 東京駿河台 4R-3Z

LCIF推進委員会 委員 井桁 秀夫 イゲタ ヒデオ 東京江戸川南 5R-2Z

LCIF推進委員会 委員 西澤 清行 ニシザワ キヨユキ 東京鳥越 6R-1Z

LCIF推進委員会 委員 大瀧 洋子 オオタキ ヨウコ 東京飛翔 6R-1Z

LCIF推進委員会 委員 髙橋 英里 タカハシ エリ 東京ウィル 7R-3Z

LCIF推進委員会 委員 石川 味季 イシカワ ミキ 東京荏原 9R-1Z

LCIF推進委員会 委員 中村 浩梓 ナカムラ ヒロシ 東京さぎそう 10R-2Z

LCIF推進委員会 委員 神田 博則 カンダ ヒロノリ 東京新宿 11R-1Z

LCIF推進委員会 委員 泉 健也 イズミ ケンヤ 東京吉祥寺 12R-1Z

LCIF推進委員会 委員 多田 雄一郎 タダ ユウイチロウ 東京八王子陵東 14R-1Z

LCIF推進委員会 アドバイザー 田中 圭子 タナカ ケイコ 東京並木通 2R-2Z

LCIF推進委員会 アドバイザー 木下 榮弘 キノシタ エイコウ 東京荒川西 7R-1Z

国際情報委員会 委員長 浅井 洋一郎 アサイ ヨウイチロウ 東京新橋 3R-1Z

国際情報委員会 副委員長 今村 廉彦 イマムラ ヤスヒコ 東京品川 9R-1Z

国際情報委員会 委員 大松澤 実絵 オオマツザワ ミア 東京ピース 1R-2Z

国際情報委員会 委員 荒岡 崇一 アラオカ ソウイチ 東京葛飾 5R-1Z

国際情報委員会 委員 青山 正 アオヤマ タダシ 東京八王子陵東 14R-1Z

国際情報委員会 アドバイザー 山浦 晟暉 ヤマウラ セイキ 東京新宿 11R-1Z



委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

薬物乱用防止委員会 委員長 杉原 省吾 スギハラ ショウゴ 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 村島 吉豐 ムラシマ ヨシトヨ 東京新世紀 2R-3Z

薬物乱用防止委員会 副委員長 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 副委員長 川名 喜正 カワナ ヨシマサ 東京キング 11R-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 仲 眞美子 ナカ マミコ 東京銀座 2R-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 櫻井 俊宏 サクライ トシヒロ 東京白門 4R-3Z

薬物乱用防止委員会 委員 真﨑 邦雄 マサキ クニオ 東京亀有 5R-1Z

薬物乱用防止委員会 委員 芹沢 光雄 セリザワ ミツオ 東京葛飾東 5R-1Z

薬物乱用防止委員会 委員 須貝 利夫 スガイ トシオ 東京江戸川東 5R-2Z

薬物乱用防止委員会 委員 片岡 正光 カタオカ マサミツ 東京上野 6R-2Z

薬物乱用防止委員会 委員 梅本 泰寛 ウメモト ヤスヒロ 東京豊島 8R-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 清水 ゆきの シミズ ユキノ 東京世田谷 10R-2Z

薬物乱用防止委員会 委員 加藤 寛 カトウ カン 東京成城 10R-2Z

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 楠本 博志 クスモト ヒロシ 東京杉並 11R-2Z

薬物乱用防止委員会 委員 髙橋 茂 タカハシ シゲル 東京三鷹 12R-1Z

薬物乱用防止委員会 委員 原山 晃樹 ハラヤマ コウキ 武蔵村山 13R-1Z

薬物乱用防止委員会 アドバイザー 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 アドバイザー 津村 信彦 ツムラ ノブヒコ 東京八王子陵東 14R-1Z

社会福祉・障がい者支援委員会 委員長 後藤 義英 ゴトウ ヨシヒデ 東京江戸川東 5R-2Z

社会福祉・障がい者支援委員会 副委員長 田村 聖二 タムラ セイジ 東京数寄屋橋 2R-2Z

社会福祉・障がい者支援委員会 副委員長 林 敦美 ハヤシ アツミ 東京ヒルズ 3R-3Z

社会福祉・障がい者支援委員会 副委員長 柴﨑 武士 シバザキ タケシ 東京葛飾東 5R-1Z

社会福祉・障がい者支援委員会 副委員長 澤浦 勝彦 サワウラ カツヒコ 東京荏原 9R-1Z

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 東京表参道 10R-1Z

社会福祉・障がい者支援委員会 副委員長 飯沢 宗光 イイザワ ムネミツ 東京八王子いちょう 14R-1Z

社会福祉・障がい者支援委員会 委員 遠藤 啓之 エンドウ ヒロユキ 東京銀座 2R-2Z

社会福祉・障がい者支援委員会 委員 小山 俊一 コヤマ シュンイチ 東京数寄屋橋 2R-2Z

社会福祉・障がい者支援委員会 委員 古越 裕章 フルコシ ヒロアキ 東京麻布 3R-2Z

社会福祉・障がい者支援委員会 委員 青木 昌典 アオキ マサノリ 東京赤坂 3R-3Z

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 杉井 義久 スギイ ヨシヒサ 東京神宮 3R-3Z

社会福祉・障がい者支援委員会 委員 早川 裕美 ハヤカワ ヒロミ 東京江戸川なでしこ 5R-2Z

社会福祉・障がい者支援委員会 委員 松本 朋治 マツモト トモハル 東京上野南 6R-2Z

社会福祉・障がい者支援委員会 委員 岡田 真弓 オカダ マユミ 東京豊島西 8R-1Z

社会福祉・障がい者支援委員会 委員 橋本 啓司 ハシモト ケイジ 東京ウエスト 9R-2Z

社会福祉・障がい者支援委員会 委員 水落 大稔 ミズオチ ヒロトシ 東京ウエスト 9R-2Z

社会福祉・障がい者支援委員会 委員 晝間 光雄 ヒルマ ミツオ 東京新都心 11R-1Z

社会福祉・障がい者支援委員会 委員 花堂 浩一 ハナドウ コウイチ 東京中野 11R-2Z

社会福祉・障がい者支援委員会 委員 久保田 光弘 クボタ ミツヒロ 東京武蔵野 12R-1Z

社会福祉・障がい者支援委員会 委員 髙橋 雅人 タカハシ マサンド 東京田無 13R-2Z

社会福祉・障がい者支援委員会 アドバイザー 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 アドバイザー 野々 晴久 ノノ ハルヒサ 東京玉川 10R-2Z



委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員長 川島 富美子 カワシマ フミコ 東京蒼天 1R-3Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 副委員長 斎藤 和孝 サイトウ カズタカ 東京葵 1R-3Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 副委員長 高畑 一彦 タカハタ カズヒコ 東京蒼天 1R-3Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 副委員長 椿 佳生子 ツバキ カナコ 東京麻布 3R-2Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 副委員長 曽我部 大 ソガベ ヒロシ 東京葛飾東 5R-1Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 副委員長 大杉 実 オオスギ ミノル 東京巣鴨 8R-2Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 副委員長 藤村 拓也 フジムラ タクヤ 東京原宿 10R-1Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 副委員長 市岡 隆志 イチオカ タカシ 東京府中 12R-1Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 角田 美智子 ツノダ ミチコ 東京関東 1R-3Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 中里 勝禮 ナカザト ショウレイ 東京尾張町 2R-2Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 大久保 英彦 オオクボ ヒデヒコ 東京白門 4R-3Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 和泉 あゆみ イズミ アユミ 東京江北 5R-1Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 平沢 礼子 ヒラサワ アヤコ 東京江北 5R-1Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 奈良橋 健造 ナラハシ ケンゾウ 東京江戸川 5R-2Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 武内 敏幸 タケウチ トシユキ 東京江戸川南 5R-2Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 松永 清 マツナガ キヨシ 東京上野東 6R-2Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 向江 光平 ムカエ コウヘイ 東京シティ 10R-2Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 山内 章久 ヤマウチ アキヒサ 東京ハーモニー 11R-3Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 浅井 正輝 アサイ マサキ 武蔵村山 13R-1Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 谷合 ひろよ タニアイ ヒロヨ 東京八王子中央 14R-1Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 柏原 義明 カシワバラ ヨシアキ 東京八王子陵東 14R-1Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 廣瀬 隆史 ヒロセ タカシ 東京秋川 14R-2Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 塩田 篤 シオタ アツシ 東京羽村 14R-2Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 アドバイザー 吉田 秀子 ヨシダ ヒデコ 東京荏原 9R-1Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 アドバイザー 佐々木 利和 ササキ トシカズ 東京町田 12R-2Z

健康促進(小児がん・糖尿病対策)委員会 委員長 葛西 智子 カサイ トモコ 東京神楽坂 8R-2Z

健康促進(小児がん・糖尿病対策)委員会 副委員長 石川 知恵子 イシカワ チエコ 東京ウィル 7R-3Z

健康促進(小児がん・糖尿病対策)委員会 副委員長 小林 幸栄 コバヤシ サチエ 東京サンシャイン 8R-1Z

健康促進(小児がん・糖尿病対策)委員会 副委員長 水野 剛 ミズノ タケシ 東京品川 9R-1Z

健康促進(小児がん・糖尿病対策)委員会 委員 庄司 正憲 ショウジ マサノリ 東京一ツ橋 1R-2Z

健康促進(小児がん・糖尿病対策)委員会 委員 押山 憲昭 オシヤマ ノリアキ 東京尾張町 2R-2Z

健康促進(小児がん・糖尿病対策)委員会 委員 中瀬 賀暁 ナカセ ヨシアキ 東京2020 3R-1Z

健康促進(小児がん・糖尿病対策)委員会 委員 川越 修 カワゴエ オサム 東京荏原 9R-1Z

健康促進(小児がん・糖尿病対策)委員会 委員 高木 大興 タカギ ヒロオキ 東京杉並東 11R-2Z

健康促進(小児がん・糖尿病対策)委員会 委員 高根 英樹 タカネ ヒデキ 東京キング 11R-3Z

健康促進(小児がん・糖尿病対策)委員会 委員 山田 諭子 ヤマダ サトコ 東京昭島 13R-1Z

健康促進(小児がん・糖尿病対策)委員会 委員 山本 伸一 ヤマモト シンイチ 東京福生 14R-2Z

健康促進(小児がん・糖尿病対策)委員会 アドバイザー 上杉 秀樹 ウエスギ ヒデキ 東京豊新 8R-1Z

健康促進(小児がん・糖尿病対策)委員会 アドバイザー まるも ゆきこ マルモ ユキコ 東京新宿 11R-1Z

健康促進(小児がん・糖尿病対策)委員会 アドバイザー 矢田部 満 ヤタベ ミツル 東京調布 12R-1Z



委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

組織連携・再編検討委員会 委員長 池田 和司 イケダ コウジ 東京桜門 4R-3Z

組織連携・再編検討委員会 副委員長 田中 貴一 タナカ ヨシカズ 東京江東南 4R-2Z

組織連携・再編検討委員会 副委員長 山本 康弘 ヤマモト ヤスヒロ 東京世田谷 10R-2Z

組織連携・再編検討委員会 委員 中野 克行 ナカノ カツユキ 東京数寄屋橋 2R-2Z

組織連携・再編検討委員会 委員 中江 勁 ナカエ ケイ 東京代々木 10R-1Z

組織連携・再編検討委員会 委員 家喜 凱雄 イエキ ヨシオ 東京杉並東 11R-2Z

組織連携・再編検討委員会 委員 伊藤 一美 イトウ カズミ 東京三鷹 12R-1Z

組織連携・再編検討委員会 委員 佐々木 利和 ササキ トシカズ 東京町田 12R-2Z

組織連携・再編検討委員会 アドバイザー 脇村 孝友 ワキムラ タカトモ 東京晴海 2R-2Z

組織連携・再編検討委員会 アドバイザー 西山 和範 ニシヤマ カズノリ 東京世田谷 10R-2Z

組織連携・再編検討委員会 アドバイザー 瀧川 清人 タキガワ キヨヒト 東京吉祥寺 12R-1Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 委員長 大島 一夫 オオシマ カズオ 東京上野 6R-2Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 副委員長 清水 峰次 シミズ ミネツグ 東京葵 1R-3Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 副委員長 伊藤 弘美 イトウ ヒロミ 東京ウィル 7R-3Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 委員 西山 俊治 ニシヤマ トシハル 東京柳橋 2R-1Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 委員 大貝 隆一 オオガイ リュウイチ 東京銀座 2R-2Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 委員 戸井川 裕美子 トイカワ ユミコ 東京赤坂 3R-3Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 委員 藤田 優子 フジタ ユウコ 東京江戸川中央 5R-2Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 委員 土橋 由紀子 ドバシ ユキコ 東京ウエスト 9R-2Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 委員 今井 杏羽子 イマイ キョウコ 東京新宿 11R-1Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 委員 広野 京子 ヒロノ キョウコ 東京八王子高尾 14R-1Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 委員 木村 聖二 キムラ セイジ 東京八王子陵東 14R-1Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 委員 西 春美 ニシ ハルミ 東京八王子陵東 14R-1Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 アドバイザー 江端 貴子 エバタ タカコ 東京数寄屋橋 2R-2Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 委員長 梶 正明 カジ マサアキ 東京羽村 14R-2Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 副委員長 前川 薫 マエカワ カオル 東京ピース 1R-2Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 副委員長 後藤 登 ゴトウ ノボル 東京武蔵野 12R-1Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 副委員長 鹿野 輝明 シカノ テルアキ 東京立川 13R-1Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 副委員長 大鷲 和貴 オオワシ カズタカ 東京昭島 13R-1Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 副委員長 小峰 一良 コミネ カズヨシ 東京秋川 14R-2Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 委員 高野 健 タカノ ケン 東京銀座 2R-2Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 委員 佐藤 泰治 サトウ タイジ 東京新世紀 2R-3Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 委員 田中 裕美子 タナカ ユミコ 東京赤坂 3R-3Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 委員 中西 浩太 ナカニシ コウタ 東京ヒルズ 3R-3Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 委員 浜田 祐介 ハマダ ユウスケ 東京江戸川中央 5R-2Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 委員 新井 理恵 アライ リエ 東京江戸川なでしこ 5R-2Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 委員 本井 克樹 モトイ カツキ 東京志村 7R-2Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 委員 永井 利憲 ナガイ トシノリ 東京荏原 9R-1Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 委員 佐藤 博文 サトウ ヒロフミ 東京五反田 9R-2Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 委員 横河 明紀 ヨコガワ アキノリ 東京渋谷 10R-1Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 委員 片岡 圭太 カタオカ ケイタ 東京シティ 10R-2Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 委員 赤城 雄一 アカギ ユウイチ 東京国立 13R-1Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 委員 片山 弘道 カタヤマ ヒロミチ 東京八王子陵東 14R-1Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 アドバイザー 峰村 篤 ミネムラ アツシ 東京江戸川中央 5R-2Z

青少年健全育成・ライオンズクエスト委員会 アドバイザー 清水 昭洋 シミズ アキヒロ 東京荏原 9R-1Z



委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

緊急対策・復興支援委員会 委員長 山田 達 ヤマダ トオル 東京蔵前 6R-1Z

緊急対策・復興支援委員会 副委員長 野下 浩世 ノシタ コウセイ 東京日本橋 2R-1Z

緊急対策・復興支援委員会 副委員長 小島 章弘 コジマ アキヒロ 東京浅草 6R-1Z

緊急対策・復興支援委員会 副委員長 秋月 誠 アキヅキ マコト 東京飛翔 6R-1Z

緊急対策・復興支援委員会 副委員長 曽我 幸弘 ソガ ユキヒロ 東京石泉 7R-3Z

緊急対策・復興支援委員会 副委員長 冨樫 誠 トガシ マコト 東京レスキュー 9R-2Z

緊急対策・復興支援委員会 副委員長 完山 一範 サダヤマ カズノリ 東京八王子高尾 14R-1Z

緊急対策・復興支援委員会 委員 坂本 宣雄 サカモト ノブオ 東京有楽町 1R-1Z

緊急対策・復興支援委員会 委員 森田 半兵衛 モリタ ハンベイ 東京浜町 2R-1Z

緊急対策・復興支援委員会 委員 黒井 朝久 クロイ トモヒサ 東京尾張町 2R-2Z

緊急対策・復興支援委員会 委員 吉川 研司 ヨシカワ ケンジ 東京葛飾東 5R-1Z

緊急対策・復興支援委員会 委員 宮井 晴史 ミヤイ セイジ 東京足立中央 5R-3Z

緊急対策・復興支援委員会 委員 大古 正博 オオコ マサヒロ 東京代々木 10R-1Z

緊急対策・復興支援委員会 委員 伊藤 春雄 イトウ ハルオ 東京新宿 11R-1Z

緊急対策・復興支援委員会 委員 池 一成 チ イッセイ 東京大江戸 11R-3Z

緊急対策・復興支援委員会 委員 塩野 仁史 シオノ ヒトシ 東京青梅 14R-2Z

緊急対策・復興支援委員会 アドバイザー 高橋 芳久 タカハシ ヨシヒサ 東京江戸川中央 5R-2Z

緊急対策・復興支援委員会 アドバイザー 久保田 明雄 クボタ アキオ 東京赤羽 7R-1Z

国際大会参加委員会 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 高根澤 輝之 タカネザワ テルユキ 東京セイシン 8R-2Z

国際大会参加委員会 副委員長 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 副委員長 小倉 豊 オグラ ユタカ 東京ウエスト 9R-2Z

国際大会参加委員会 副委員長 森 亮介 モリ リョウスケ 東京渋谷 10R-1Z

国際大会参加委員会 副委員長 藤田 幸直 フジタ ユキナオ 東京新都心 11R-1Z

国際大会参加委員会 副委員長 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 副委員長 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 氷田 孝 ヒダ タカシ 東京蒼天 1R-3Z

国際大会参加委員会 委員 古橋 敬三 フルハシ ケイゾウ 東京麻布 3R-2Z

国際大会参加委員会 委員 千田 達也 センダ タツヤ 東京綾瀬 5R-1Z

国際大会参加委員会 委員 清水 雄二 シミズ ユウジ 東京豊新 8R-1Z

国際大会参加委員会 委員 金岡 世潤 カネオカ セユン 東京巣鴨 8R-2Z

国際大会参加委員会 委員 長瀬 功依 ナガセ コウイチ 東京荏原 9R-1Z

国際大会参加委員会 委員 大浦 圭鼓 オオウラ ケイコ 東京表参道 10R-1Z

国際大会参加委員会 委員 伊藤 勝 イトウ マサル 東京田無 13R-2Z

国際大会参加委員会 アドバイザー 根津 万寿夫 ネヅ マスオ 東京江戸川南 5R-2Z

国際大会参加委員会 アドバイザー 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 アドバイザー 斉藤 嘉全 サイトウ カゼン 東京田無 13R-2Z



委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

国際協調・モンゴル友好委員会 委員長 岩﨑 欽二 イワサキ キンジ 東京一ツ橋 1R-2Z

国際協調・モンゴル友好委員会 副委員長 吉﨑 光男 ヨシザキ ミツオ 東京葵 1R-3Z

国際協調・モンゴル友好委員会 副委員長 松浦 卓司 マツウラ タクジ 東京スバル 11R-1Z

国際協調・モンゴル友好委員会 副委員長 梅若 和子 ウメワカ カズコ 東京中野 11R-2Z

国際協調・モンゴル友好委員会 副委員長 宇田川 好信 ウダガワ ヨシノブ 東京大江戸 11R-3Z

国際協調・モンゴル友好委員会 委員 小川 基幸 オガワ モトユキ 東京一ツ橋 1R-2Z

国際協調・モンゴル友好委員会 委員 重山 元明 シゲヤマ モトアキ 東京一ツ橋 1R-2Z

国際協調・モンゴル友好委員会 委員 大和田 尚子 オオワダ ナオコ 東京赤坂 3R-3Z

国際協調・モンゴル友好委員会 委員 三沢 清太郎 ミサワ セイタロウ 東京大森 9R-1Z

国際協調・モンゴル友好委員会 委員 大里 堅 オオサト ケン 東京渋谷 10R-1Z

国際協調・モンゴル友好委員会 委員 井手 陽一 イデ ヨウイチ 東京スバル 11R-1Z

国際協調・モンゴル友好委員会 委員 溝口 淑子 ミゾグチ ヨシコ 東京中野 11R-2Z

国際協調・モンゴル友好委員会 委員 平山 誠 ヒラヤマ マコト 東京大江戸 11R-3Z

国際協調・モンゴル友好委員会 委員 中嶋 徹治 ナカジマ テツジ 東京吉祥寺 12R-1Z

国際協調・モンゴル友好委員会 委員 長谷山 勝美 ハセヤマ カツミ 東京湧水 13R-2Z

国際協調・モンゴル友好委員会 委員 石井 省治 イシイ ショウジ 東京八王子いちょう 14R-1Z

国際協調・モンゴル友好委員会 アドバイザー 河田 弘昭 カワタ゛ ヒロアキ 東京吉祥寺 12R-1Z

国際協調・モンゴル友好委員会 アドバイザー 田倉 仁 タクラ ヒトシ 東京八王子高尾 14R-1Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員長 工藤 章 クドウ アキラ 東京九段 8R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 副委員長 中島 潔 ナカジマ キヨシ 東京新橋 3R-1Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 副委員長 今田 妙子 イマダ タエコ 東京豊島西 8R-1Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 副委員長 中井 正力 ナカイ マサリキ 東京新宿 11R-1Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 副委員長 原田 純子 ハラダ ジュンコ 東京八王子高尾 14R-1Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 副委員長 指田 勇 サシダ イサム 東京羽村 14R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員 成松 光一郎 ナリマツ コウイチロウ 東京新世紀 2R-3Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 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・パラリンピック支援委員会 委員 阪本 真路 サカモト シンジ 東京石泉 7R-3Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員 赤川 緋沙子 アカガワ ヒサコ 東京ウィル 7R-3Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員 吉原 利弘 ヨシハラ トシヒロ 東京豊島 8R-1Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員 福壽 孝太朗 フクジュ コウタロウ 東京豊島西 8R-1Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員 藤井 徳昭 フジイ ノリアキ 東京九段 8R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員 渡邉 和男 ワタナベ カズオ 東京九段 8R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員 原田 浩太郎 ハラダ ヒロタロウ 東京神宮前 10R-1Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員 小松 大祐 コマツ ダイスケ 東京さぎそう 10R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員 金澤 喜章 カナザワ ヨシアキ 東京21世紀 11R-1Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員 川野 義範 カワノ ヨシノリ 東京大江戸 11R-3Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員 佐藤 一郎 サトウ イチロウ 東京湧水 13R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 アドバイザー 上野 滋朗 ウエノ ジロウ 東京墨東 4R-1Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 アドバイザー 宮本 慶文 ミヤモト ヨシユキ 東京荒川西 7R-1Z



委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

青年アカデミー委員会 委員長 杉村 基 スギムラ モトイ 東京キング 11R-3Z

青年アカデミー委員会 副委員長 市村 一敏 イチムラ カズトシ 東京中央 1R-3Z

青年アカデミー委員会 副委員長 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 副委員長 松居 朋子 マツイ トモコ 東京表参道 10R-1Z

青年アカデミー委員会 副委員長 草間 昌信 クサマ マサノブ 東京キング 11R-3Z

青年アカデミー委員会 副委員長 長谷山 大輔 ハセヤマ ダイスケ 東京湧水 13R-2Z

青年アカデミー委員会 委員 堀越 洋介 ホリコシ ヨウスケ 東京豊新 8R-1Z

青年アカデミー委員会 委員 太田 珠貴 オオタ タマキ 東京世田谷 10R-2Z

青年アカデミー委員会 委員 金岡 弘大 カネオカ コウダイ 東京新宿 11R-1Z

青年アカデミー委員会 委員 髙野 浩樹 タカノ ヒロキ 東京キング 11R-3Z

青年アカデミー委員会 委員 倉沢 真平 クラサワ シンペイ 東京湧水 13R-2Z

青年アカデミー委員会 委員 山下 敬一 ヤマシタ ケイイチ 東京福生 14R-2Z

青年アカデミー委員会 アドバイザー 小野 毅 オノ タケシ 東京サンシャイン 8R-1Z

100周年特別・第64回年次大会委員会 委員長 阿久津 隆文 アクツ タカフミ 東京赤坂 3R-3Z

100周年特別・第64回年次大会委員会 副委員長 渋川 嘉秋 シブカワ ヨシアキ 東京江東南 4R-2Z

100周年特別・第64回年次大会委員会 副委員長 佐々木 重行 ササキ シゲユキ 東京江戸川 5R-2Z

100周年特別・第64回年次大会委員会 委員 三石 泰 ミツイシ ヤスシ 東京池袋 8R-1Z

100周年特別・第64回年次大会委員会 委員 岩田 修一 イワタ シュウイチ 東京巣鴨 8R-2Z

100周年特別・第64回年次大会委員会 委員 野村 起成 ノムラ タツナリ 東京レスキュー 9R-2Z

100周年特別・第64回年次大会委員会 委員 堀場 功一郎 ホリバ コウイチロウ 東京成城 10R-2Z

100周年特別・第64回年次大会委員会 委員 柿澤 美貴 カキザワ ミキ 東京21世紀 11R-1Z

100周年特別・第64回年次大会委員会 アドバイザー 戸部 研一 トベ ケンイチ 東京数寄屋橋 2R-2Z

100周年特別・第64回年次大会委員会 アドバイザー 坪谷 茂 ツボヤ シゲル 東京平成 2R-2Z

100周年記念誌委員会 委員長 富田 純明 トミタ スミアキ 東京目黒 9R-2Z

100周年記念誌委員会 副委員長 梶原 正和 カジワラ マサカズ 東京小金井 13R-1Z

100周年記念誌委員会 副委員長 向井 忠義 ムカイ タダヨシ 東京小金井 13R-1Z

100周年記念誌委員会 委員 森永 敏之 モリナガ トシユキ 東京数寄屋橋 2R-2Z

100周年記念誌委員会 委員 坂井 敬志 サカイ ケイシ 東京ヒルズ 3R-3Z

100周年記念誌委員会 アドバイザー 村木 秀之 ムラキ ヒデユキ 東京数寄屋橋 2R-2Z

100周年記念誌委員会 アドバイザー 阿久津 隆文 アクツ タカフミ 東京赤坂 3R-3Z

選挙管理委員会 委員長 大鳥 嘉信 オオトリ ヨシノブ 東京葛飾東 5R-1Z

選挙管理委員会 副委員長 天間 勝治 テンマ カツジ 東京虎ノ門 3R-2Z

選挙管理委員会 副委員長 宍倉 克美 シシクラ カツミ 東京江北 5R-1Z

選挙管理委員会 副委員長 小島 勝利 コジマ カツトシ 東京江戸川 5R-2Z

選挙管理委員会 副委員長 水成 直也 ミズナリ ナオヤ 東京ウエスト 9R-2Z

選挙管理委員会 副委員長 芝田 好晃 シバタ ヨシアキ 東京成城 10R-2Z

短期ビジョン委員会 委員長 今井 文彦 イマイ フミヒコ 東京巣鴨 8R-2Z

ライオンズクラブソング･コンペティションプロジェクトチームリーダー 坪谷 茂 ツボヤ シゲル 東京平成 2R-2Z



委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

FWT東日本エリアリーダー 小川 晶子 オガワ アキコ 東京ウィル 7R-3Z

FWT330複合地区副コーディネーター 鈴木 令子 スズキ レイコ 東京新宿北 11R-1Z

FWTコーディネーター 阿部 かな子 アベ カナコ 東京ピース 1R-2Z

FWT副コーディネーター 島田 光子 シマダ ミツコ 東京さぎそう 10R-2Z

FWT 1Rリジョンコーディネーター 大川 由美子 オオカワ ユミコ 東京ピース 1R-2Z

FWT 2Rリジョンコーディネーター 髙橋 のり子 タカハシ ノリコ 東京尾張町 2R-2Z

FWT 3Rリジョンコーディネーター 榊原 恵子 サカキバラ ケイコ 東京赤坂 3R-3Z

FWT 4Rリジョンコーディネーター 北澤 博子 キタザワ ヒロコ 東京隅田川 4R-1Z

FWT 5Rリジョンコーディネーター 早川 和江 ハヤカワ カズエ 東京江戸川なでしこ 5R-2Z

FWT 6Rリジョンコーディネーター 渡邊 朋子 ワタナベ トモコ 東京鶯谷 6R-2Z

FWT 7Rリジョンコーディネーター 窪村 幸子 クボムラ ユキコ 東京ウィル 7R-3Z

FWT 8Rリジョンコーディネーター 葛西 智子 カサイ トモコ 東京神楽坂 8R-2Z

FWT 9Rリジョンコーディネーター 吉田 秀子 ヨシダ ヒデコ 東京荏原 9R-1Z

FWT 10Rリジョンコーディネーター 田中 敦子 タナカ アツコ 東京渋谷 10R-1Z

FWT 11Rリジョンコーディネーター 高久 啓子 タカク ケイコ 東京新都心 11R-1Z

FWT 12Rリジョンコーディネーター 小川 初枝 オガワ ハツエ 東京調布 12R-1Z

FWT 13Rリジョンコーディネーター 青栁 千尋 アオヤギ チヒロ 東京東村山中央 13R-2Z

FWT 14Rリジョンコーディネーター 齊藤 咲子 サイトウ ショウコ 東京秋川 14R-2Z

FWT アドバイザー 田中 圭子 タナカ ケイコ 東京並木通 2R-2Z

FWT アドバイザー 島田 芳子 シマダ ヨシコ 東京亀有 5R-1Z

FWT アドバイザー 宇田川 直子 ウダガワ ナオコ 東京中野 11R-2Z


