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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 斎藤 和孝 サイトウ カズタカ 東京葵 1R-3Z

２Ｒリジョン・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

３Ｒリジョン・チェアパーソン 天間 勝治 テンマ カツジ 東京虎ノ門 3R-2Z

４Ｒリジョン・チェアパーソン 田中 則雄 タナカ ノリオ 東京桜門 4R-3Z

５Ｒリジョン・チェアパーソン 折登 紀昭 オリト ノリアキ 東京葛飾 5R-1Z

６Ｒリジョン・チェアパーソン 橋本 和夫 ハシモトカズオ 東京上野 6R-2Z

７Ｒリジョン・チェアパーソン 木下 利通 キノシタ トシミチ 東京志村 7R-2Z

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

９Ｒリジョン・チェアパーソン 上辻 利隆 カミツジ トシタカ 東京五反田 9R-2Z

１０Ｒリジョン・チェアパーソン 青木 秀壽 アオキ ヒデトシ 東京渋谷 10R-1Z

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

１２Ｒリジョン・チェアパーソン 矢田部 満 ヤタベ ミツル 東京調布 12R-1Z

１３Ｒリジョン・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リジョン・チェアパーソン 高水 謙二 タカミズ ケンジ 東京秋川 14R-2Z

１Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 山本 和夫 ヤマモト カズオ 東京 1R-1Z

１Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 宮本 志づ子 ミヤモト シヅコ 東京紀尾井町 1R-2Z

１Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 川島 富美子 カワシマ フミコ 東京蒼天 1R-3Z

２Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 雨宮 弘枝 アメミヤ ヒロエ 東京柳橋 2R-1Z

２Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 飯尾 雄一 イイオ ユウイチ 東京並木通 2R-2Z

２Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 坂井 純一 サカイ ジュンイチ 東京新世紀 2R-3Z

３Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 古島 伸二 コジマ シンジ 東京高輪 3R-1Z

３Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 濱田 和宏 ハマダ カズヒロ 東京虎ノ門 3R-2Z

３Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 大塚 隆朗 オオツカ タカアキ 東京赤坂 3R-3Z

４Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 樋田 成和 トヨダ シゲカズ 東京隅田川 4R-1Z

４Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 潟田 憲明 カタダ ノリアキ 東京江東 4R-2Z

４Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 炭田 俊文 スミダ トシフミ 東京法政 4R-3Z

５Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 野村 一也 ノムラ カズナリ 東京綾瀬 5R-1Z

５Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 早川 和江 ハヤカワ カズエ 東京江戸川なでしこ 5R-2Z

５Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 高橋 啓生 タカハシ アキオ 東京西新井 5R-3Z

６Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 西澤 清行 ニシザワ キヨユキ 東京鳥越 6R-1Z

６Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 佐藤 一也 サトウ カズヤ 東京上野 6R-2Z

７Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 山口 聖之 ヤマグチ マサユキ 東京中央南 7R-1Z

７Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 小川 光二郎 オガワ コウジロウ 東京板橋西 7R-2Z

７Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 柴田 幸太朗 シバタ コウタロウ 東京光が丘 7R-3Z

８Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 長嶋 文一郎 ナガシマ ブンイチロウ 東京豊新 8R-1Z

８Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 安達 慎二 アダチ シンジ 東京フューチャー 8R-2Z

９Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 長谷川 裕晃 ハセガワ ヒロアキ 東京蒲田 9R-1Z

９Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 村上 隆信 ムラカミ タカノブ 東京ウエスト 9R-2Z

１０Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 飯田 容子 イイダ ヨウコ 東京表参道 10R-1Z

１０Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 梶原 利文 カジワラ トシフミ 東京成城 10R-2Z

１１Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 吉田 亮一 ヨシダ リョウイチ 東京新宿 11R-1Z

１１Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 大藪 邦嗣 オオヤブ クニツグ 東京高井戸 11R-2Z

１１Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 川野 義範 カワノ ヨシノリ 東京大江戸 11R-3Z

１２Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 後藤 登 ゴトウ ノボル 東京武蔵野 12R-1Z

１２Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 青木 健 アオキ タケシ 東京稲城多摩 12R-2Z

１３Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 鹿野 輝明 シカノ テルアキ 東京立川 13R-1Z

１３Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 長谷山 勝美 ハセヤマ カツミ 東京湧水 13R-2Z

１４Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 板谷越 巖 イタヤゴシ イワオ 東京日野 14R-1Z

１４Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 梶 正明 カジ マサアキ 東京羽村 14R-2Z


