
３３０－A地区　ＲＣ・ＺＣ 2020/1/15現在

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 橋口 啓一 はしぐち けいいち 東京葵 1R-3Z

２Ｒリジョン・チェアパーソン 小林 眞理子 こばやし まりこ 東京メディカル 2R-1Z

３Ｒリジョン・チェアパーソン 須藤 修 すどう おさむ 東京芝 3R-1Z

４Ｒリジョン・チェアパーソン 湯田 啓一 ゆだ けいいち 東京セントポール 4R-3Z

５Ｒリジョン・チェアパーソン 朝夷 弘一 あさいな こういち 東京綾瀬 5R-1Z

６Ｒリジョン・チェアパーソン 菱岡 敏光 ひしおか としみつ 東京浅草 6R-1Z

７Ｒリジョン・チェアパーソン 和﨑 健治 わさき けんじ 東京練馬 7R-3Z

８Ｒリジョン・チェアパーソン 荻野 桂一 おぎの けいいち 東京神楽坂 8R-2Z

９Ｒリジョン・チェアパーソン 川口 学 かわぐち まなぶ 東京羽田 9R-1Z

１０Ｒリジョン・チェアパーソン 重信 眞一 しげのぶ しんいち 東京シティ 10R-2Z

１１Ｒリジョン・チェアパーソン 宇田川 直子 うだがわ なおこ 東京中野 11R-2Z

１２Ｒリジョン・チェアパーソン 後藤 登 ごとう のぼる 東京武蔵野 12R-1Z

１３Ｒリジョン・チェアパーソン 鹿野 輝明 しかの てるあき 東京立川 13R-1Z

１４Ｒリジョン・チェアパーソン 太田 正利 おおた まさとし 東京桑都 14R-1Z

１Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 徳永 武継 とくなが たけつぐ 東京丸の内 1R-1Z

１Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 山下 規介 やました きすけ 東京ピース 1R-2Z

１Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 福井 清太 ふくい せいた 東京葵 1R-3Z

２Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 岡田 康男 おかだ やすお 東京京橋八重洲 2R-1Z

２Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 目黒 義繁 めぐろ よししげ 東京尾張町 2R-2Z

２Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 佐原 幸雄 さはら ゆきお 東京みやこ 2R-3Z

３Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 外山 一宏 そとやま かずひろ 東京新橋 3R-1Z

３Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 蟹江 康夫 かにえ やすお 東京麻布 3R-2Z

３Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 池田 幸司 いけだ こうじ 東京神宮 3R-3Z

４Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 山口 伸一郎 やまぐち しんいちろう 東京両国 4R-1Z

４Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 佐藤 靖 さとう やすし 東京江東南 4R-2Z

４Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 大友 敏郎 おおとも としろう 東京セントポール 4R-3Z

５Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 大塚 秀人 おおつか ひでと 東京葛飾東 5R-1Z

５Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 井桁 秀夫 いげた ひでお 東京江戸川南 5R-2Z

５Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 橋本 初雄 はしもと はつお 東京足立中央 5R-3Z

６Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 秋月 誠 あきづき まこと 東京飛翔 6R-1Z

６Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 西村 泰一 にしむら たいいち 東京鶯谷 6R-2Z

７Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 栗林 正次 くりばやし まさつぐ 東京荒川 7R-1Z

７Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 田中 秀樹 たなか ひでき 東京志村 7R-2Z

７Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 伊藤 弘美 いとう ひろみ 東京ウィル 7R-3Z

８Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 小野 毅 おの たけし 東京サンシャイン 8R-1Z

８Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 田口 安司 たぐち やすじ 東京飯田橋 8R-2Z

９Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 市原 晃毅 いちはら あきよし 東京荏原 9R-1Z

９Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 水成 直也 みずなり なおや 東京ウエスト 9R-2Z

１０Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 森 亮介 もり りょうすけ 東京渋谷 10R-1Z

１０Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 田中 世根夫 たなか よねお 東京シティ 10R-2Z

１１Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 鈴木 秀彦 すずき ひでひこ 東京新宿北 11R-1Z

１１Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 石野 泰伸 いしの やすのぶ 東京しいの木 11R-2Z

１１Ｒ－３Ｚゾーン・チェアパーソン 矢口 実 やぐち みのる 東京早稲田 11R-3Z

１２Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 永井 廣通 ながい ひろみち 東京調布 12R-1Z

１２Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 矢沢 きよみ やざわ きよみ 東京町田 12R-2Z

１３Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 大塚 英夫 おおつか ひでお 東京横田 13R-1Z

１３Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 浅野 美知郎 あさの みちろう 東京西東京 13R-2Z

１４Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン 岩﨑 盛司 いわさき せいじ 東京八王子中央 14R-1Z

１４Ｒ－２Ｚゾーン・チェアパーソン 唐木 敏夫 からき としお 東京瑞穂 14R-2Z


