
330-A地区選出複合地区役員 2019/8/8現在

役職 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

ガバナー協議会 会計 伊賀 保夫 いが やすお 東京ピース 1R-2Z

ガバナー協議会 参与 進藤 義夫 しんどう よしお 東京世田谷 10R-2Z

ガバナー協議会 参与 中井 正力 なかい まさりき 東京新宿 11R-1Z

GLT委員会 副委員長 佐久間 洋一 さくま よういち 東京駿河台 4R-3Z

GLT委員会 委員 清水 峰次 しみず みねつぐ 東京葵 1R-3Z

GLT委員会 委員 知野 秀雄 ちの ひでお 東京晴海 2R-2Z

GLT委員会 委員 関 飛雄一 せき ひゅういち 東京昭島 13R-1Z

GLT委員会 委員 増田 正明 ますだ まさあき 東京田無 13R-2Z

GMT委員会 委員長 石井 征二 いしい せいじ 東京八王子陵東 14R-1Z

GMT委員会 副委員長 小川 晶子 おがわ あきこ 東京ウィル 7R-3Z

GMT委員会 委員 高桑 昌彦 たかくわ まさひこ 東京数寄屋橋 2R-2Z

GMT委員会 委員 高麗 伸三 こうま しんぞう 東京けやき 7R-2Z

GMT委員会 委員 柳 秀夫 やなぎ ひでお 東京豊島 8R-1Z

GMT委員会 委員 中村 安次 なかむら やすじ 東京巣鴨 8R-2Z

GMT委員会 委員 鈴木 順一 すずき じゅんいち 東京八王子陵東 14R-1Z

GST委員会 副委員長 御厨 正敬 みくりや まさたか 東京江戸川東 5R-2Z

GST委員会 委員 谷山 光俊 たにやま みつとし 東京ウエスト 9R-2Z

GST委員会 委員 柳井 健一 やない けんいち 東京ウエスト 9R-2Z

GST委員会 委員 小方 一博 おがた かずひろ 東京八王子いちょう 14R-1Z

GST委員会 委員 梶 正明 かじ まさあき 東京羽村 14R-2Z

FWT委員会 副委員長 鈴木 令子 すずき れいこ 東京新宿北 11R-1Z

FWT委員会 委員 小林 幸栄 こばやし さちえ 東京サンシャイン 8R-1Z

FWT委員会 委員 島田 光子 しまだ みつこ 東京さぎそう 10R-2Z

LCIF委員会 委員長 阿久津 隆文 あくつ たかふみ 東京赤坂 3R-3Z

LCIF委員会 副委員長 伊賀 則夫 いが のりお 東京葵 1R-3Z

LCIF委員会 委員 宮本 志づ子 みやもと しづこ 東京紀尾井町 1R-2Z

LCIF委員会 委員 山田 春雄 やまだ はるお 東京銀座 2R-2Z

LCIF委員会 委員 妹尾 裕夫 せのお ひろお 東京尾張町 2R-2Z

LCIF委員会 委員 大森 光徳 おおもり みつのり 東京綾瀬 5R-1Z

LCIF委員会 委員 田倉 仁 たくら ひとし 東京八王子高尾 14R-1Z

ガバナー協議会運営委員会 副委員長 上野 繁幸 うえの しげゆき 東京江戸川 5R-2Z

ガバナー協議会運営委員会 委員 阿部 かな子 あべ かなこ 東京ピース 1R-2Z

ガバナー協議会運営委員会 委員 鹿野 祥誠 しかの よしさと 東京数寄屋橋 2R-2Z

ガバナー協議会運営委員会 委員 中村 安次 なかむら やすじ 東京巣鴨 8R-2Z

ガバナー協議会運営委員会 委員 坂本 純一 さかもと じゅんいち 東京三鷹 12R-1Z

ガバナー協議会運営委員会 委員 伊藤 勝 いとう まさる 東京田無 13R-2Z

会則・会員委員会 委員長 今井 文彦 いまい ふみひこ 東京巣鴨 8R-2Z

会則・会員委員会 副委員長 竹本 裕美 たけもと ひろみ 東京新宿東 11R-3Z

会則・会員委員会 委員 知野 秀雄 ちの ひでお 東京晴海 2R-2Z

会則・会員委員会 委員 長嶋 文一郎 ながしま ぶんいちろう東京豊新 8R-1Z

会則・会員委員会 委員 大竹 信硡 おおたけ のぶひろ 東京新宿 11R-1Z

会則・会員委員会 委員 波多野 和夫 はたの かずお 武蔵村山 13R-1Z

1 / 3 ページ



役職 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

財政問題検討委員会 副委員長 渡邉 晃 わたなべ あきら 東京新宿北 11R-1Z

財政問題検討委員会 委員 岩城 正明 いわき まさあき 東京千代田 1R-1Z

財政問題検討委員会 委員 木下 満 きのした みつる 東京銀座 2R-2Z

財政問題検討委員会 委員 田中 隆三 たなか りゅうぞう 東京赤坂 3R-3Z

財政問題検討委員会 委員 星野 宏一 ほしの こういち 東京光が丘 7R-3Z

財政問題検討委員会 委員 吉野 隆幸 よしの たかゆき 東京新宿北 11R-1Z

マーケティング・コミュニケーション委員会 副委員長 吉岡 晋 よしおか すすむ 東京けやき 7R-2Z

マーケティング・コミュニケーション委員会 委員 荘 英隆 そう ひでたか 東京恵比寿 10R-1Z

マーケティング・コミュニケーション委員会 委員 藤村 貞夫 ふじむら さだお 東京三軒茶屋 10R-2Z

マーケティング・コミュニケーション委員会 委員 柴田 誠 しばた まこと 東京新宿北 11R-1Z

マーケティング・コミュニケーション委員会 委員 向井 忠義 むかい ただよし 東京小金井 13R-1Z

オリンピック・パラリンピック支援特別委員会 委員長 鈴木 定光 すずき さだみつ 東京江東南 4R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援特別委員会 副委員長 工藤 章 くどう あきら 東京九段 8R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援特別委員会 委員 中島 進 なかじま すすむ 東京紀尾井町 1R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援特別委員会 委員 戸部 研一 とべ けんいち 東京数寄屋橋 2R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援特別委員会 委員 坪谷 茂 つぼや しげる 東京平成 2R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援特別委員会 委員 清口 猛 せぐち たけし 東京深川 4R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援特別委員会 委員 池田 和司 いけだ こうじ 東京桜門 4R-3Z

青年アカデミー・アラート委員会 副委員長 篠 順三 しの じゅんぞう 東京けやき 7R-2Z

青年アカデミー・アラート委員会 委員 今村 方是 いまむら ほうぜ 東京2020 3R-1Z

青年アカデミー・アラート委員会 委員 德田 修一 とくだ しゅういち 東京江東南 4R-2Z

青年アカデミー・アラート委員会 委員 野村 起成 のむら たつなり 東京レスキュー 9R-2Z

青年アカデミー・アラート委員会 委員 杉村 基 すぎむら もとい 東京キング 11R-3Z

青年アカデミー・アラート委員会 委員 鈴木 順一 すずき じゅんいち 東京八王子陵東 14R-1Z

献眼・献腎委員会 副委員長 関 真一郎 せき しんいちろう 東京田園調布 10R-2Z

献眼・献腎委員会 委員 黒田 幹雄 くろだ みきお 東京虎ノ門 3R-2Z

献眼・献腎委員会 委員 田中 壽一 たなか としかず 東京江戸川 5R-2Z

献眼・献腎委員会 委員 柳井 健一 やない けんいち 東京ウエスト 9R-2Z

献眼・献腎委員会 委員 沼田 卓一 ぬまた たくいち 東京神宮前 10R-1Z

青少年・レオ･ライオンズクエスト委員会 副委員長 鶴ケ谷 正司 つるがや まさし 東京江戸川中央 5R-2Z

青少年・レオ･ライオンズクエスト委員会 委員 真﨑 邦雄 まさき くにお 東京亀有 5R-1Z

青少年・レオ･ライオンズクエスト委員会 委員 大鳥 嘉信 おおとり よしのぶ 東京葛飾東 5R-1Z

青少年・レオ･ライオンズクエスト委員会 委員 竹内 博 たけうち ひろし 東京蒲田 9R-1Z

青少年・レオ･ライオンズクエスト委員会 委員 小林 伸光 こばやし のぶみつ 東京吉祥寺 12R-1Z

青少年・レオ･ライオンズクエスト委員会 委員 中山 道則 なかやま みちのり 東京町田クレイン 12R-2Z

YCE委員会 アドバイザー 河合 悦子 かわい えつこ 東京みやこ 2R-3Z

YCE委員会 副委員長 島田 益吉 しまだ ますきち 東京さぎそう 10R-2Z

YCE委員会 委員 三宅 泰雄 みやけ やすお 東京浜松町 3R-1Z

YCE委員会 委員 茅島 純一 かやしま じゅんいち 東京江戸川東 5R-2Z

YCE委員会 委員 五箇 一善 ごか かずよし 東京北 7R-1Z

YCE委員会 委員 織本 真一郎 おりもと しんいちろう 東京豊島 8R-1Z

献血・骨髄移植委員会 副委員長 原田 貞機 はらだ さだき 東京江戸川 5R-2Z

献血・骨髄移植委員会 委員 川村 廣 かわむら ひろし 東京江戸川 5R-2Z

献血・骨髄移植委員会 委 荒木 貞雄 あらき さだお 東京石泉 7R-3Z

献血・骨髄移植委員会 委員 柳井 健一 やない けんいち 東京ウエスト 9R-2Z

献血・骨髄移植委員会 委員 渋谷 俊德 しぶや としのり 東京新都心 11R-1Z
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薬物乱用防止委員会 委員長 石井 征二 いしい せいじ 東京八王子陵東 14R-1Z

薬物乱用防止委員会 副委員長 寺田 義和 てらだ よしかず 東京鶯谷 6R-2Z

薬物乱用防止委員会 委員 村島 吉豐 むらしま よしとよ 東京新世紀 2R-3Z

薬物乱用防止委員会 委員 桐井 義則 きりい よしのり 東京江戸川東 5R-2Z

薬物乱用防止委員会 委員 上杉 秀樹 うえすぎ ひでき 東京豊新 8R-1Z

薬物乱用防止委員会 委員 諸見里 清 もろみざと きよし 東京世田谷 10R-2Z

薬物乱用防止委員会 委員 矢田部 満 やたべ みつる 東京調布 12R-1Z

薬物乱用防止委員会 委員 津村 信彦 つむら のぶひこ 東京八王子陵東 14R-1Z

国際関係・スペシャルオリンピックス委員会 委員長 村木 秀之 むらき ひでゆき 東京数寄屋橋 2R-2Z

国際関係・スペシャルオリンピックス委員会 副委員長 田中 忠男 たなか ただお 東京江戸川東 5R-2Z

国際関係・スペシャルオリンピックス委員会 委員 河田 弘昭 かわだ ひろあき 東京文化 6R-1Z

国際関係・スペシャルオリンピックス委員会 委員 久保田 明雄 くぼた あきお 東京赤羽 7R-1Z

国際関係・スペシャルオリンピックス委員会 委員 山口 勝一 やまぐち かついち 東京中央南 7R-1Z

国際関係・スペシャルオリンピックス委員会 委員 谷山 光俊 たにやま みつとし 東京ウエスト 9R-2Z

国際関係・スペシャルオリンピックス委員会 委員 野々 晴久 のの はるひさ 東京玉川 10R-2Z

国際大会 委員会 委員長 阿久津 隆文 あくつ たかふみ 東京赤坂 3R-3Z

国際大会 委員会 副委員長 中嶋 文夫 なかじま ふみお 東京文化 6R-1Z

国際大会 委員会 委員 髙橋 のり子 たかはし のりこ 東京尾張町 2R-2Z

国際大会 委員会 委員 根岸 久美子 ねぎし くみこ 東京上野南 6R-2Z

国際大会 委員会 委員 小倉 豊 おぐら ゆたか 東京ウエスト 9R-2Z

国際大会 委員会 委員 熊野 活行 くまの かつゆき 東京大江戸 11R-3Z

複合地区プロトコール委員会 副委員長 田野倉 和己 たのくら かずみ 東京立川 13R-1Z

複合地区プロトコール委員会 委員 山口 軍次 やまぐち ぐんじ 東京番町 1R-2Z

複合地区プロトコール委員会 委員 丸山 眞司 まるやま しんじ 東京浅草 6R-1Z

複合地区プロトコール委員会 委員 青木 秀茂 あおき ひでしげ 東京吉祥寺 12R-1Z

複合地区プロトコール委員会 委員 芝 憲司 しば けんじ 東京桑都 14R-1Z

第66回複合地区年次大会 委員会 副委員長日下 勲 くさか いさお 東京成城 10R-2Z

第66回複合地区年次大会 委員会 委員 戸田 一郎 とだ いちろう 東京麻布 3R-2Z

第66回複合地区年次大会 委員会 委員 石田 健 いしだ けん 東京江戸川東 5R-2Z

第66回複合地区年次大会 委員会 委員 吉田 實 よしだ みのる 東京文京 8R-2Z

第66回複合地区年次大会 委員会 委員 戸田 周良 とだ しゅうりょう 東京町田 12R-2Z

監査 中野 了 なかの りょう 東京渋谷 10R-1Z

元国際理事 山浦 晟暉 ヤマウラ セイキ 東京新宿 11R-1Z

元国際理事会アポインティ 中野 了 ナカノ リョウ 東京渋谷 10R-1Z

LCIFキャンペーン100全日本エリアリーダー 菅原 雅雄 すがわら まさお 東京堀留 2R-1Z

LCIFエリアリーダー（東日本） 大石 誠 おおいし まこと 東京数寄屋橋 2R-2Z

GMT330複合地区コーディネーター 石井 征二 いしい せいじ 東京八王子陵東 14R-1Z

FWTチーフ 小川 晶子 おがわ あきこ 東京ウィル 7R-3Z

LCIF330複合地区コーディネーター 阿久津 隆文 あくつ たかふみ 東京赤坂 3R-3Z

FWT330複合地区副コーディネーター 鈴木 令子 すずき れいこ 東京新宿北 11R-1Z

全日本レベル委員会

国際理事候補者選挙管理委員会 委員 菅原 雅雄 すがわら まさお 東京堀留 2R-1Z
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