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委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

キャビネット運営委員会 委員長 高桑 昌彦 タカクワ マサヒコ 東京数寄屋橋 2R-2Z

キャビネット運営委員会 委員 山下 規介 ヤマシタ キスケ 東京ピース 1R-2Z

キャビネット運営委員会 委員 飯尾 雄一 イイオ ユウイチ 東京並木通 2R-2Z

キャビネット運営委員会 委員 千濱 利弘 チハマ トシヒロ 東京江戸川東 5R-2Z

キャビネット運営委員会 委員 柿澤 美貴 カキザワ ミキ 東京21世紀 11R-1Z

キャビネット総務委員会 委員長 遠山 俊男 トオヤマ トシオ 東京横田 13R-1Z

キャビネット総務委員会 委員 江野上 孝一 エノガミ コウイチ 東京立川 13R-1Z

キャビネット総務委員会 委員 大鷲 和貴 オオワシ カズタカ 東京昭島 13R-1Z

キャビネット総務委員会 委員 大久保 正弘 オオクボ マサヒロ 東京小金井 13R-1Z

キャビネット総務委員会 委員 須藤 雅明 スドウ マサアキ 東京国立 13R-1Z

中長期ビジョン・会則委員会 委員長 佐久間 洋一 サクマ ヨウイチ 東京駿河台 4R-3Z

中長期ビジョン・会則委員会 副委員長 緒方 孝則 オガタ タカノリ 東京葵 1R-3Z

中長期ビジョン・会則委員会 副委員長 藤本 英介 フジモト エイスケ 東京隅田川 4R-1Z

中長期ビジョン・会則委員会 副委員長 岩田 護 イワタ マモル 東京セントポール 4R-3Z

中長期ビジョン・会則委員会 副委員長 黒澤 清和 クロサワ キヨカズ 東京目黒 9R-2Z

中長期ビジョン・会則委員会 副委員長 谷口 博一 タニグチ ヒロカズ 東京新宿東 11R-3Z

中長期ビジョン・会則委員会 委員 森本 清三 モリモト セイゾウ 東京三田 1R-3Z

中長期ビジョン・会則委員会 委員 和田 昇三 ワダ ショウゾウ 東京堀留 2R-1Z

中長期ビジョン・会則委員会 委員 小池 輝昭 コイケ テルアキ 東京数寄屋橋 2R-2Z

中長期ビジョン・会則委員会 委員 浅野 みゆき アサノ ミユキ 東京桜門 4R-3Z

中長期ビジョン・会則委員会 委員 梶原 慎一 カジワラ シンイチ 東京志村 7R-2Z

中長期ビジョン・会則委員会 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・会則委員会 委員 千原 曜 チハラ ヨウ 東京成城 10R-2Z

会員増強委員会 委員長 重信 眞一 シゲノブ シンイチ 東京シティ 10R-2Z

会員増強委員会 副委員長 中島 潔 ナカジマ キヨシ 東京新橋 3R-1Z

会員増強委員会 副委員長 川村 廣 カワムラ ヒロシ 東京江戸川 5R-2Z

会員増強委員会 副委員長 関 博方 セキ ヒロカタ 東京鶯谷 6R-2Z

会員増強委員会 副委員長 鵜ノ澤 隆行 ウノサワ タカユキ 東京シティ 10R-2Z

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 田上 敏 タノウエ サトシ 東京葵 1R-3Z

会員増強委員会 委員 飯田 修 イイダ オサム 東京葛飾 5R-1Z

会員増強委員会 委員 須藤 裕子 スドウ ユウコ 東京上野 6R-2Z

会員増強委員会 委員 石井 明 イシイ アキラ 東京北 7R-1Z

会員増強委員会 委員 平山 晋 ヒラヤマ ススム 東京渋谷 10R-1Z

会員増強委員会 委員 河津 延樹 カワツ ノブキ 東京自由が丘 10R-2Z

会員増強委員会 委員 池 一成 チ イルソン 東京大江戸 11R-3Z

会員増強委員会 委員 矢島 武志 ヤジマ タケシ 東京吉祥寺 12R-1Z

会員増強委員会 委員 菊地 徳治 キクチ トクジ 東京国立 13R-1Z

会員増強委員会 委員 一瀬 晴雄 イチノセ ハルオ 東京田無 13R-2Z

会員増強委員会 委員 柏原 義明 カシワバラ ヨシアキ 東京八王子陵東 14R-1Z

会員増強委員会 アドバイザー 岩城 正明 イワキ マサアキ 東京千代田 1R-1Z



委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

FWT task force 委員長／FWT330-A地区コーディネーター 鈴木 令子 スズキ レイコ 東京蒼天 2R-3Z

FWT task force FWT330-A地区副コーディネーター 阿部 かな子 アベ カナコ 東京ピース 1R-2Z

FWT task force FWT330-A地区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 task force FWT330-A地区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 task force FWT330-A地区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 task force FWT330-A地区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 task force FWT330-A地区5Rリジョンコーディネーター 島田 芳子 シマダ ヨシコ 東京亀有 5R-1Z

FWT task force FWT330-A地区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 task force FWT330-A地区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 task force FWT330-A地区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 task force FWT330-A地区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 task force FWT330-A地区10Rリジョンコーディネーター 島田 光子 シマダ ミツコ 東京さぎそう 10R-2Z

FWT task force FWT330-A地区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 task force FWT330-A地区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 task force FWT330-A地区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 task force FWT330-A地区14Rリジョンコーディネーター 門司 こずえ モンジ コズエ 東京桑都 14R-1Z

YCE委員会 委員長 島田 益吉 シマダ マスキチ 東京さぎそう 10R-2Z

YCE委員会 副委員長 鈴木 令子 スズキ レイコ 東京蒼天 2R-3Z

YCE委員会 副委員長 須藤 修 スドウ オサム 東京芝 3R-1Z

YCE委員会 副委員長 茅島 純一 カヤシマ ジュンイチ 東京江戸川東 5R-2Z

YCE委員会 委員 平山 仁 ヒラヤマ ジン 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 寶田 義也 タカラダ ヨシヤ 東京虎ノ門 3R-2Z

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 遠山 晃 トオヤマ アキラ 東京豊新 8R-1Z

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 委員 清水 健二 シミズ ケンジ 東京吉祥寺 12R-1Z

YCE委員会 アドバイザー 鷹箸 貞夫 タカノハシ サダオ 東京尾張町 2R-2Z

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

広報情報委員会 委員長 赤尾 嘉晃 アカオ ヨシアキ 東京豊新 8R-1Z

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 吉岡 晋 ヨシオカ ススム 東京けやき 7R-2Z

広報情報委員会 副委員長 津守 勝男 ツモリ カツオ 東京大森 9R-1Z

広報情報委員会 副委員長 桂 太郎 カツラ タロウ 東京世田谷 10R-2Z

広報情報委員会 委員 工藤 紀子 クドウ ノリコ 東京三田 1R-3Z

広報情報委員会 委員 須藤 三男 スドウ ミツオ 東京芝 3R-1Z

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 遠藤 真太郎 エンドウ シンタロウ 東京江戸川中央 5R-2Z

広報情報委員会 委員 大類 雅之 オオルイ マサユキ 東京江戸川中央 5R-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 窪田 直隆 クボタ ナオタカ 東京三鷹 12R-1Z

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 委員 里井 純二 サトイ ジュンジ 東京西東京 13R-2Z

広報情報委員会 アドバイザー 矢田部 満 ヤタベ ミツル 東京調布 12R-1Z

広報情報委員会 アドバイザー 向井 忠義 ムカイ タダヨシ 東京三鷹 12R-1Z



委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

PR委員会 委員長 戸田 一郎 トダ イチロウ 東京麻布 3R-2Z

PR委員会 副委員長 上杉 秀樹 ウエスギ ヒデキ 東京豊新 8R-1Z

PR委員会 副委員長 向井 忠義 ムカイ タダヨシ 東京三鷹 12R-1Z

PR委員会 委員 高 亨叔 コ ヒョンス 東京銀座 2R-2Z

PR委員会 委員 浅賀 宗隆 アサガ ムネタカ 東京愛宕山 3R-2Z

PR委員会 委員 熊倉 智光 クマクラ トモミツ 東京綾瀬 5R-1Z

PR委員会 委員 宮本 浩生 ミヤモト ヒロキ 東京シティ 10R-2Z

PR委員会 委員 佐藤 泰基 サトウ ヤスモト 東京ハーモニー 11R-3Z

PR委員会 委員 飯田 満弥 イイダ ミツヤ 東京八王子陵東 14R-1Z

IT委員会 委員長 佐原 幸雄 サハラ ユキオ 東京みやこ 2R-3Z

IT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

IT委員会 副委員長 廣瀬 譲 ヒロセ ジョウ 東京ヒルズ 3R-3Z

IT委員会 委員 泉 孝之 イズミ タカユキ 東京葵 1R-3Z

IT委員会 委員 宇田 英樹 ウダ ヒデキ 東京銀座 2R-2Z

IT委員会 委員 井田 祐樹 イダ ユウキ 東京荒川 7R-1Z

IT委員会 委員 赤川 緋沙子 アカガワ ヒサコ 東京ウィル 7R-3Z

IT委員会 委員 上辻 利隆 カミツジ トシタカ 東京五反田 9R-2Z

IT委員会 委員 坂本 純一 サカモト ジュンイチ 東京三鷹 12R-1Z

IT委員会 委員 伊藤 雅行 イトウ マサユキ 東京稲城多摩 12R-2Z

IT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

IT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 荒木 貞雄 アラキ サダオ 東京石泉 7R-3Z

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 平山 誠 ヒラヤマ マコト 東京大江戸 11R-3Z

エクステンション委員会 副委員長 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 川俣 貴三雄 カワマタ キミオ 東京吉祥寺 12R-1Z

エクステンション委員会 委員 池田 宏 イケダ ヒロシ 東京愛宕山 3R-2Z

エクステンション委員会 委員 髙橋 秀樹 タカハシ ヒデキ 東京足立 5R-3Z

エクステンション委員会 委員 丸山 吉栄 マルヤマ ヨシヒデ 東京赤羽 7R-1Z

エクステンション委員会 委員 小野塚 栄作 オノヅカ エイサク 東京練馬 7R-3Z

エクステンション委員会 委員 三石 泰 ミツイシ ヤスシ 東京池袋 8R-1Z

エクステンション委員会 委員 大古 正博 オオコ マサヒロ 東京代々木 10R-1Z

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-2Z

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 アドバイザー 小島 清隆 コジマ キヨタカ 東京剣道 11R-2Z

指導力育成委員会 委員長 野々 晴久 ノノ ハルヒサ 東京玉川 10R-2Z

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

指導力育成委員会 副委員長 加藤 敏彦 カトウ トシヒコ 東京豊新 8R-1Z

指導力育成委員会 副委員長 大杉 実 オオスギ ミノル 東京巣鴨 8R-2Z

指導力育成委員会 副委員長 中村 善子 ナカムラ ヨシコ 東京成城 10R-2Z

指導力育成委員会 副委員長 田中 世根夫 タナカ ヨネオ 東京シティ 10R-2Z

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

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

指導力育成委員会 委員 上野 憲明 ウエノ ノリアキ 東京麹町 3R-3Z

指導力育成委員会 委員 渡邉 由美子 ワタナベ ユミコ 東京江戸川なでしこ 5R-2Z

指導力育成委員会 委員 平野 晋康 ヒラノ クニヤス 東京豊新 8R-1Z

指導力育成委員会 委員 澤田 大筰 サワダ ダイサク 東京フューチャー 8R-2Z

指導力育成委員会 委員 斉藤 崇 サイトウ タカシ 東京新宿 11R-1Z

指導力育成委員会 アドバイザー 増田 正明 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻｱｷ 東京田無 13R-2Z



委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

クラブサクセス・CEP・会員維持委員会 委員長 梶 正明 カジ マサアキ 東京羽村 14R-2Z

クラブサクセス・CEP・会員維持委員会 副委員長 田中 秀樹 タナカ ヒデキ 東京志村 7R-2Z

クラブサクセス・CEP・会員維持委員会 副委員長 芝 憲司 シバ ケンジ 東京桑都 14R-1Z

クラブサクセス・CEP・会員維持委員会 副委員長 小峰 一良 コミネ カズヨシ 東京秋川 14R-2Z

クラブサクセス・CEP・会員維持委員会 副委員長 浦野 正美 ウラノ マサミ 東京羽村 14R-2Z

クラブサクセス・CEP・会員維持委員会 委員 前川 薫 マエカワ カオル 東京ピース 1R-2Z

クラブサクセス・CEP・会員維持委員会 委員 雨宮 弘枝 アメミヤ ヒロエ 東京柳橋 2R-1Z

クラブサクセス・CEP・会員維持委員会 委員 川島 富美子 カワシマ フミコ 東京蒼天 2R-3Z

クラブサクセス・CEP・会員維持委員会 委員 平沢 礼子 ヒラサワ アヤコ 東京江北 5R-1Z

クラブサクセス・CEP・会員維持委員会 委員 片岡 圭太 カタオカ ケイタ 東京シティ 10R-2Z

クラブサクセス・CEP・会員維持委員会 委員 栗栖 秀明 クリス ヒデアキ 東京八王子中央 14R-1Z

クラブサクセス・CEP・会員維持委員会 アドバイザー 清水 峰次 シミズ ミネツグ 東京葵 1R-3Z

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 佐野 経明 サノ ツネアキ 東京丸の内 1R-1Z

LCIF推進委員会 副委員長 田中 圭子 タナカ ケイコ 東京並木通 2R-2Z

LCIF推進委員会 副委員長 今村 廉彦 イマムラ ヤスヒコ 東京品川 9R-1Z

LCIF推進委員会 副委員長 鹿野 輝明 シカノ テルアキ 東京立川 13R-1Z

LCIF推進委員会 委員 田中 良子 タナカ リョウコ 東京並木通 2R-2Z

LCIF推進委員会 委員 新地 泰夫 シンチ ヤスオ 東京虎ノ門 3R-2Z

LCIF推進委員会 委員 増渕 秀一 マスブチ ヒデカズ 東京白門 4R-3Z

LCIF推進委員会 委員 荒岡 崇一 アラオカ ソウイチ 東京葛飾 5R-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 平野 義明 ヒラノ ヨシアキ 東京荒川 7R-1Z

LCIF推進委員会 委員 洗 昌躬 アライ マサミ 東京豊島 8R-1Z

LCIF推進委員会 委員 蜂谷 陸男 ハチヤ リクオ 東京原宿 10R-1Z

LCIF推進委員会 委員 原木 俊哉 ハラキ トシヤ 東京成城 10R-2Z

LCIF推進委員会 委員 田邊 浩嗣 タナベ ヒロツグ 東京新宿 11R-1Z

LCIF推進委員会 委員 高橋 孝栄 タカハシ コウエイ 東京町田 12R-2Z

LCIF推進委員会 委員 青山 正 アオヤマ タダシ 東京八王子陵東 14R-1Z

薬物乱用防止特別委員会 委員長 寺田 義和 テラダ ヨシカズ 東京鶯谷 6R-2Z

薬物乱用防止特別委員会 副委員長 児玉 金之助 コダマ キンノスケ 東京馬場先門 1R-1Z

薬物乱用防止特別委員会 副委員長 山田 達 ヤマダ トオル 東京蔵前 6R-1Z

薬物乱用防止特別委員会 副委員長 村上 誠 ムラカミ マコト 東京ウイング 9R-1Z

薬物乱用防止特別委員会 副委員長 柳井 健一 ヤナイ ケンイチ 東京ウエスト 9R-2Z

薬物乱用防止特別委員会 副委員長 杉原 省吾 スギハラ ショウゴ 東京渋谷 10R-1Z

薬物乱用防止特別委員会 副委員長 佐藤 久牧 サトウ ヒサマキ 東京八王子陵東 14R-1Z

薬物乱用防止特別委員会 委員 丸井 一弘 マルイ カズヒロ 東京蒼天 2R-3Z

薬物乱用防止特別委員会 委員 村島 吉豐 ムラシマ ヨシトヨ 東京新世紀 2R-3Z

薬物乱用防止特別委員会 委員 吉川 研司 ヨシカワ ケンジ 東京葛飾東 5R-1Z

薬物乱用防止特別委員会 委員 古田 洋子 フルタ ヨウコ 東京江戸川なでしこ 5R-2Z

薬物乱用防止特別委員会 委員 松本 貞男 マツモト サダオ 東京北 7R-1Z

薬物乱用防止特別委員会 委員 齋藤 勝美 サイトウ カツミ 東京練馬 7R-3Z

薬物乱用防止特別委員会 委員 永浜 静江 ナガハマ シズエ 東京ウィル 7R-3Z

薬物乱用防止特別委員会 委員 梅本 泰寛 ウメモト ヤスヒロ 東京豊島 8R-1Z

薬物乱用防止特別委員会 委員 伊原 毅 イハラ タケシ 東京蒲田 9R-1Z

薬物乱用防止特別委員会 委員 吉田 哲也 ヨシダ テツヤ 東京新宿 11R-1Z

薬物乱用防止特別委員会 委員 楠本 博志 クスモト ヒロシ 東京杉並 11R-2Z

薬物乱用防止特別委員会 委員 塩野 仁史 シオノ ヒトシ 東京青梅 14R-2Z

薬物乱用防止特別委員会 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



委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

環境保全委員会 委員長 田中 則雄 タナカ ノリオ 東京桜門 4R-3Z

環境保全委員会 副委員長 小松 隆浩 コマツ タカヒロ 東京吉祥寺 12R-1Z

環境保全委員会 副委員長 渡辺 才司 ワタナベ サイジ 東京国分寺 13R-1Z

環境保全委員会 副委員長 原田 純子 ハラダ ジュンコ 東京八王子高尾 14R-1Z

環境保全委員会 委員 小林 眞理子 コバヤシ マリコ 東京MINATO21 2R-1Z

環境保全委員会 委員 中山 進 ナカヤマ ススム 東京神宮 3R-3Z

環境保全委員会 委員 上村 英生 カミムラ ヒデオ 東京桜門 4R-3Z

環境保全委員会 委員 増田 健一 マスダ ケンイチ 東京中央南 7R-1Z

環境保全委員会 委員 根本 二郎 ネモト ジロウ 東京飯田橋 8R-2Z

環境保全委員会 委員 神田 博則 カンダ ヒロノリ 東京新宿 11R-1Z

環境保全委員会 委員 赤城 雄一 アカギ ユウイチ 東京国立 13R-1Z

環境保全委員会 委員 間 誠 ハザマ マコト 東京田無 13R-2Z

環境保全委員会 委員 下田 裕史 シモダ ヒロシ 東京八王子陵東 14R-1Z

環境保全委員会 アドバイザー 鈴木 順一 スズキ ジュンイチ 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 竹花 秀勝 タケハナ ヒデカツ 東京荏原 9R-1Z

社会福祉・障がい者支援委員会 副委員長 湯川 麻美子 ユカワ マミコ 東京赤坂 3R-3Z

社会福祉・障がい者支援委員会 副委員長 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 小泉 重光 コイズミ シゲミツ 東京板橋西 7R-2Z

社会福祉・障がい者支援委員会 副委員長 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 副委員長 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 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 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 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 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 高橋 淳 タカハシ ジュン 東京江戸川 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 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 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 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 泉 健也 イズミ ケンヤ 東京吉祥寺 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

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員長 原田 貞機 ハラダ サダキ 東京江戸川 5R-2Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 副委員長 福井 清太 フクイ セイタ 東京葵 1R-3Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 副委員長 中村 義和 ナカムラ ヨシカズ 東京城東 4R-2Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 副委員長 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 副委員長 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 副委員長 芝田 好晃 シバタ ヨシアキ 東京成城 10R-2Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 副委員長 斉藤 嘉全 サイトウ カゼン 東京田無 13R-2Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 大和田 尚子 オオワダ ナオコ 東京赤坂 3R-3Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 本田 光廣 ホンダ ミツヒロ 東京深川 4R-2Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 大塚 秀人 オオツカ ヒデト 東京葛飾東 5R-1Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 櫻井 秀明 サクライ ヒデアキ 東京荒川 7R-1Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 長谷川 裕晃 ハセガワ ヒロアキ 東京蒲田 9R-1Z

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



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 宝 久雄 タカラ ヒサオ 東京調布 12R-1Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 山之口 祥一郎 ヤマノクチ ショウイチロウ 東京町田 12R-2Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 山﨑 規正 ヤマザキ ノリマサ 東京小平 13R-2Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 委員 東田 英昭 ヒガシダ ヒデアキ 東京瑞穂 14R-2Z

献血・献眼・献腎・骨髄移植委員会 アドバイザー 上野 繁幸 ウエノ シゲユキ 東京江戸川 5R-2Z

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

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

女性参画・レオ・ライオネス委員会 副委員長 郭 成子 カク セイコ 東京数寄屋橋 2R-2Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 副委員長 山﨑 紀世恵 ヤマザキ キセエ 東京江戸川 5R-2Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 副委員長 石川 知恵子 イシカワ チエコ 東京ウィル 7R-3Z

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 佐藤 裕美 サトウ ヒロミ 東京サンシャイン 8R-1Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 委員 川島 匠 カワシマ タクミ 東京原宿 10R-1Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 委員 伏井・マッキントッシュ 眞紀フシイ・マッキントッシュ マキ 東京中野 11R-2Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 委員 山田 諭子 ヤマダ サトコ 東京昭島 13R-1Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 委員 安和 和洋 アワ カズヒロ 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 廣瀬 隆史 ヒロセ タカシ 東京秋川 14R-2Z

女性参画・レオ・ライオネス委員会 アドバイザー 大原 紘子 オオハラ ヒロコ 東京玉川 10R-2Z

いじめ対策・青少年育成委員会 委員長 小林 伸光 コバヤシ ノブミツ 東京吉祥寺 12R-1Z

いじめ対策・青少年育成委員会 副委員長 小池 民生 コイケ タミオ 東京光が丘 7R-3Z

いじめ対策・青少年育成委員会 副委員長 今田 妙子 イマダ タエコ 東京豊島西 8R-1Z

いじめ対策・青少年育成委員会 副委員長 西野 実 ニシノ ミノル 東京蒲田 9R-1Z

いじめ対策・青少年育成委員会 副委員長 横河 明紀 ヨコガワ アキノリ 東京渋谷 10R-1Z

いじめ対策・青少年育成委員会 副委員長 蒲生 強 ガモウ ツヨシ 東京八王子陵東 14R-1Z

いじめ対策・青少年育成委員会 委員 鹿島 虎六 カシマ コロク 東京銀座 2R-2Z

いじめ対策・青少年育成委員会 委員 内ヶ島 武志 ウチガシマ タケシ 東京2020 3R-1Z

いじめ対策・青少年育成委員会 委員 黒沼 成身 クロヌマ ナルミ 東京江戸川南 5R-2Z

いじめ対策・青少年育成委員会 委員 平山 一郎 ヒラヤマ イチロウ 東京鶯谷 6R-2Z

いじめ対策・青少年育成委員会 委員 石塚 勝一 イシヅカ カツイチ 東京赤羽 7R-1Z

いじめ対策・青少年育成委員会 委員 永井 利憲 ナガイ トシノリ 東京荏原 9R-1Z

いじめ対策・青少年育成委員会 委員 松尾 和英 マツオ カズヒデ 東京五反田 9R-2Z

いじめ対策・青少年育成委員会 委員 内田 眞人 ウチダ マサト 東京杉並 11R-2Z

いじめ対策・青少年育成委員会 委員 平山 和克 ヒラヤマ カズヨシ 東京国立 13R-1Z

いじめ対策・青少年育成委員会 委員 門司 こずえ モンジ コズエ 東京桑都 14R-1Z

いじめ対策・青少年育成委員会 アドバイザー 朝夷 弘一 アサイナ コウイチ 東京綾瀬 5R-1Z

いじめ対策・青少年育成委員会 アドバイザー 庄子 守 ショウジ マモル 東京ウエスト 9R-2Z



委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

青少年健全育成委員会 委員長 峰村 篤 ミネムラ アツシ 東京江戸川中央 5R-2Z

青少年健全育成委員会 副委員長 真﨑 邦雄 マサキ クニオ 東京亀有 5R-1Z

青少年健全育成委員会 副委員長 島田 芳子 シマダ ヨシコ 東京亀有 5R-1Z

青少年健全育成委員会 副委員長 野村 一也 ノムラ カズナリ 東京綾瀬 5R-1Z

青少年健全育成委員会 副委員長 後藤 登 ゴトウ ノボル 東京武蔵野 12R-1Z

青少年健全育成委員会 委員 西山 俊治 ニシヤマ トシハル 東京柳橋 2R-1Z

青少年健全育成委員会 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

青少年健全育成委員会 委員 宮嶋 秀郎 ミヤジマ ヒデロウ 東京ハーモニー 11R-3Z

青少年健全育成委員会 委員 今井 治 イマイ ハルミ 東京八王子中央 14R-1Z

青少年健全育成委員会 委員 山田 新一 ヤマダ シンイチ 東京八王子高尾 14R-1Z

青少年健全育成委員会 アドバイザー 鶴ケ谷 正司 ツルガヤ マサシ 東京江戸川中央 5R-2Z

緊急対策・災害援助委員会 委員長 鈴木 順一 スズキ ジュンイチ 東京八王子陵東 14R-1Z

緊急対策・災害援助委員会 副委員長 中川 喜美枝 ナカガワ キミエ 東京ピース 1R-2Z

緊急対策・災害援助委員会 副委員長 宮澤 勇夫 ミヤザワ イサオ 東京国立 13R-1Z

緊急対策・災害援助委員会 副委員長 綾瀬 豊 アヤセ ユタカ 東京八王子陵東 14R-1Z

緊急対策・災害援助委員会 委員 伊藤 雅彦 イトウ マサヒコ 東京日本橋 2R-1Z

緊急対策・災害援助委員会 委員 古島 伸二 コジマ シンジ 東京高輪 3R-1Z

緊急対策・災害援助委員会 委員 神保 欣正 ジンボ ヨシマサ 東京桜門 4R-3Z

緊急対策・災害援助委員会 委員 澤地 悟 サワヂ サトル 東京江戸川 5R-2Z

緊急対策・災害援助委員会 委員 森田 浩司 モリタ コウジ 東京練馬 7R-3Z

緊急対策・災害援助委員会 委員 石川 味季 イシカワ ミキ 東京荏原 9R-1Z

緊急対策・災害援助委員会 委員 川名 喜正 カワナ ヨシマサ 東京キング 11R-3Z

緊急対策・災害援助委員会 委員 江野上 孝一 エノガミ コウイチ 東京立川 13R-1Z

緊急対策・災害援助委員会 委員 中村 剛治 ナカムラ タケジ 東京八王子中央 14R-1Z

国際大会参加委員会 委員長 諸見里 清 モロミザト キヨシ 東京世田谷 10R-2Z

国際大会参加委員会 副委員長 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 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 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 江森 陽子 エモリ ヨウコ 東京銀座 2R-2Z

国際大会参加委員会 委員 黒井 朝久 クロイ トモヒサ 東京尾張町 2R-2Z

国際大会参加委員会 委員 氷田 孝 ヒダ タカシ 東京蒼天 2R-3Z

国際大会参加委員会 委員 高橋 美恵子 タカハシ ミエコ 東京上野南 6R-2Z

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 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 吉橋 すみれ ヨシハシ スミレ 東京渋谷 10R-1Z

国際大会参加委員会 委員 山本 憲一 ヤマモト ケンイチ 東京吉祥寺 12R-1Z

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

国際協調・モンゴル友好委員会 委員長 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 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 栗林 正次 クリバヤシ マサツグ 東京荒川 7R-1Z

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 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 岩崎 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 委員 松山 行延 マツヤマ ユキノブ 東京関東 1R-3Z



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 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 漆山 伸一 ウルシヤマ シンイチ 東京成城 10R-2Z

国際協調・モンゴル友好委員会 委員 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 委員 松苗 靖 マツナエ ヤスシ 東京吉祥寺 12R-1Z

国際協調・モンゴル友好委員会 委員 野島 繁 ノジマ シゲル 東京西東京 13R-2Z

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 伊倉 淳一 イクラ ジュンイチ 東京秋川 14R-2Z

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

東日本・熊本復興支援特別委員会 委員長 河合 悦子 カワイ エツコ 東京みやこ 2R-3Z

東日本・熊本復興支援特別委員会 副委員長 坪谷 茂 ツボヤ シゲル 東京平成 2R-2Z

東日本・熊本復興支援特別委員会 副委員長 奥山 慎 オクヤマ シン 東京駒込 8R-1Z

東日本・熊本復興支援特別委員会 副委員長 大原 紘子 オオハラ ヒロコ 東京玉川 10R-2Z

東日本・熊本復興支援特別委員会 副委員長 渡辺 豊 ワタナベ ユタカ 東京新都心 11R-1Z

東日本・熊本復興支援特別委員会 委員 佐川 明生 サガワ アキオ 東京 1R-1Z

東日本・熊本復興支援特別委員会 委員 阿比留 宏 アビル ヒロシ 東京ワンハンドレッド 2R-3Z

東日本・熊本復興支援特別委員会 委員 小金井 敬 コガネイ ヒロシ 東京新橋 3R-1Z

東日本・熊本復興支援特別委員会 委員 横田 文雄 ヨコタ フミオ 東京江東 4R-2Z

東日本・熊本復興支援特別委員会 委員 平本 昭英 ヒラモト アキヒデ 東京城東 4R-2Z

東日本・熊本復興支援特別委員会 委員 佐々木 重行 ササキ シゲユキ 東京江戸川 5R-2Z

東日本・熊本復興支援特別委員会 委員 伊藤 弘美 イトウ ヒロミ 東京ウィル 7R-3Z

東日本・熊本復興支援特別委員会 委員 広野 京子 ヒロノ キョウコ 東京八王子高尾 14R-1Z

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

オリンピック・パラリンピック支援委員会 副委員長 根津 万寿夫 ネヅ マスオ 東京江戸川南 5R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 副委員長 木下 榮弘 キノシタ エイコウ 東京荒川西 7R-1Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 副委員長 亀川 賢一 カメガワ ケンイチ 東京世田谷 10R-2Z

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

オリンピック・パラリンピック支援委員会 副委員長 玉井 重敏 タマイ シゲトシ 東京中野 11R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員 片岡 正安 カタオカ マサヤス 東京番町 1R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員 礒崎 元彦 イソザキ モトヒコ 東京桜田門 1R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員 小川 裕司 オガワ ユウジ 東京紀尾井町 1R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員 田村 祥江 タムラ ヨシエ 東京ワンハンドレッド 2R-3Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 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・パラリンピック支援委員会 委員 添田 剛一 ソエダ コウイチ 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 硯川 俊浩 スズリカワ トシヒロ 東京江戸川南 5R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員 廉澤 公之 カドサワ ヒロユキ 東京荒川 7R-1Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員 秋元 政江 アキモト マサエ 東京池袋 8R-1Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員 村上 隆信 ムラカミ タカノブ 東京ウエスト 9R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員 中村 誠一 ナカムラ セイイチ 東京シティ 10R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会 委員 佐久間 侶男 サクマ トモオ 東京新宿 11R-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 千々波 真照 チヂワ マサアキ 東京番町 1R-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 阿久津 隆文 アクツ タカフミ 東京赤坂 3R-3Z



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 小野 毅 オノ タケシ 東京サンシャイン 8R-1Z

青年アカデミー委員会 副委員長 菅 純一郎 カン ジュンイチロウ 東京数寄屋橋 2R-2Z

青年アカデミー委員会 副委員長 八木橋 重仁 ヤギハシ シゲヒト 東京シティ 10R-2Z

青年アカデミー委員会 副委員長 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 副委員長 栗原 真理子 クリハラ マリコ 東京キング 11R-3Z

青年アカデミー委員会 委員 押山 憲昭 オシヤマ ノリアキ 東京尾張町 2R-2Z

青年アカデミー委員会 委員 庄毛 安那 ショウモ アンナ 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 吉田 裕明 ヨシダ ヒロアキ 東京浜松町 3R-1Z

青年アカデミー委員会 委員 堀口 荘 ホリグチ ソウ 東京荏原 9R-1Z

青年アカデミー委員会 委員 阪本 真路 サカモト シンジ 東京石泉 7R-3Z

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 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 加藤 陽介 カトウ ヨウスケ 東京八王子陵東 14R-1Z

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 坪谷 茂 ツボヤ シゲル 東京平成 2R-2Z

クラブアクティビティ活性化プロジェクト（CAP）委員会 委員長 伊賀 保夫 イガ ヤスオ 東京ピース 1R-2Z

クラブアクティビティ活性化プロジェクト（CAP）委員会 副委員長 葛西 智子 カサイ トモコ 東京神楽坂 8R-2Z

クラブアクティビティ活性化プロジェクト（CAP）委員会 副委員長 須藤 陽子 ストウ ヨウコ 東京世田谷 10R-2Z

クラブアクティビティ活性化プロジェクト（CAP）委員会 副委員長 内田 嘉人 ウチダ ヨシト 東京キング 11R-3Z

クラブアクティビティ活性化プロジェクト（CAP）委員会 副委員長 関 飛雄一 セキ ヒュウイチ 東京昭島 13R-1Z

クラブアクティビティ活性化プロジェクト（CAP）委員会 委員 松葉 健 マツバ ケン 東京 1R-1Z

クラブアクティビティ活性化プロジェクト（CAP）委員会 委員 松戸 健周 マツド タケチカ 東京桜田門 1R-2Z

クラブアクティビティ活性化プロジェクト（CAP）委員会 委員 渡邉 宏 ワタナベ ヒロシ 東京一ツ橋 1R-2Z

クラブアクティビティ活性化プロジェクト（CAP）委員会 委員 今井 龍司 イマイ リュウジ 東京葵 1R-3Z

クラブアクティビティ活性化プロジェクト（CAP）委員会 委員 板垣 元 イタガキ ハジメ 東京数寄屋橋 2R-2Z

クラブアクティビティ活性化プロジェクト（CAP）委員会 委員 梶原 浩三 カジワラ コウゾウ 東京ヒルズ 3R-3Z

クラブアクティビティ活性化プロジェクト（CAP）委員会 委員 吉村 剛 ヨシムラ ツヨシ 東京江東南 4R-2Z

クラブアクティビティ活性化プロジェクト（CAP）委員会 委員 村上 万里 ムラカミ バンリ 東京湧水 13R-2Z

クラブアクティビティ活性化プロジェクト（CAP）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

第63回年次大会委員会 委員長 今井 三和 イマイ ミツカズ 東京京橋 2R-1Z

第63回年次大会委員会 副委員長 榎 秀郎 エノキ ヒデオ 東京白門 4R-3Z

第63回年次大会委員会 副委員長 川口 学 カワグチ マナブ 東京羽田 9R-1Z

第63回年次大会委員会 委員 大野 雅彦 オオノ マサヒコ 東京数寄屋橋 2R-2Z

第63回年次大会委員会 委員 松島 洋幸 マツシマ ヒロユキ 東京数寄屋橋 2R-2Z

第63回年次大会委員会 委員 野口 芳男 ノグチ ヨシオ 東京葛飾東 5R-1Z

第63回年次大会委員会 委員 吉野 行英 ヨシノ ユキヒデ 東京不忍 6R-2Z

第63回年次大会委員会 委員 西川 千恵子 ニシカワ チエコ 東京荒川西 7R-1Z

第63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周年記念委員会 委員長 吉田 宗一郎 ヨシダ ソウイチロウ 東京武蔵野 12R-1Z

100周年記念委員会 副委員長 中川 正文 ナカガワ マサフミ 東京日本橋 2R-1Z

100周年記念委員会 委員 菅野 弘一 カンノ コウイチ 東京高輪 3R-1Z

100周年記念委員会 委員 竹島 秀章 タケシマ ヒデアキ 東京飛翔 6R-1Z

100周年記念委員会 委員 古澤 総一 フルサワ ソウイチ 東京北 7R-1Z

100周年記念委員会 委員 渡部 敏春 ワタベ トシハル 東京ハーモニー 11R-3Z

100周年記念委員会 委員 秋本 清 アキモト キヨシ 東京武蔵野 12R-1Z

100周年記念委員会 委員 宮寺 英一 ミヤデラ エイイチ 東京福生 14R-2Z



委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

組織連携・事務所移転検討委員会 委員長 池田 和司 イケダ コウジ 東京桜門 4R-3Z

組織連携・事務所移転検討委員会 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・事務所移転検討委員会 副委員長 伊藤 一美 イトウ カズミ 東京三鷹 12R-1Z

組織連携・事務所移転検討委員会 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・事務所移転検討委員会 委員 中江 勁 ナカエ ケイ 東京代々木 10R-1Z

組織連携・事務所移転検討委員会 委員 家喜 凱雄 イエキ ヨシオ 東京杉並東 11R-2Z

組織連携・事務所移転検討委員会 委員 佐々木 利和 ササキ トシカズ 東京町田 12R-2Z

組織連携・事務所移転検討委員会 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・事務所移転検討委員会 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

組織再編・コンプライアンス委員会 委員長 脇村 孝友 ワキムラ タカトモ 東京晴海 2R-2Z

組織再編・コンプライアンス委員会 副委員長 清水 峰次 シミズ ミネツグ 東京葵 1R-3Z

組織再編・コンプライアンス委員会 副委員長 杉山 賢二 スギヤマ ケンジ 東京豊新 8R-1Z

組織再編・コンプライアンス委員会 副委員長 畦地 秀明 アゼチ ヒデアキ 東京新宿 11R-1Z

組織再編・コンプライアンス委員会 委員 間明田 勝彦 マミョウダ カツヒコ 東京高輪 3R-1Z

組織再編・コンプライアンス委員会 委員 小林 幸栄 コバヤシ サチエ 東京サンシャイン 8R-1Z

組織再編・コンプライアンス委員会 委員 沼田 卓一 ヌマタ タクイチ 東京神宮前 10R-1Z

組織再編・コンプライアンス委員会 委員 伊藤 勝 イトウ マサル 東京田無 13R-2Z

組織再編・コンプライアンス委員会 アドバイザー 菅原 雅雄 スガワラ マサオ 東京堀留 2R-1Z

組織再編・コンプライアンス委員会 アドバイザー 関 真一郎 セキ シンイチロウ 東京田園調布 10R-2Z

組織再編・コンプライアンス委員会 アドバイザー 川俣 貴三雄 カワマタ キミオ 東京吉祥寺 12R-1Z

選挙管理委員会 委員長 木島 庄市 キジマ ショウイチ 東京城東 4R-2Z

選挙管理委員会 副委員長 足立 宏道 アダチ ヒロミチ 東京柳橋 2R-1Z

選挙管理委員会 副委員長 本橋 光一郎 モトハシ コウイチロウ 東京銀座 2R-2Z

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 杉田 昇 スギタ ノボル 東京吉祥寺 12R-1Z

短期ビジョン委員会 委員長 細川 孝雄 ホソカワ タカオ 東京赤坂 3R-3Z


