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役　　　　　　　　　職 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

地区ガバナー・地区LCIFコーディネーター 進藤 義夫 しんどう よしお 東京世田谷 10R-2Z

ライオンズクラブ代表国連薬物担当大使・元国際理事 山浦 晟暉 やまうら せいき 東京新宿 11R-1Z

元国際理事会アポインティ 中野 了 なかの りょう 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エリアコーディネーター（東日本） 大石 誠 おおいし まこと 東京数寄屋橋 2R-2Z

複合地区GMTコーディネーター・前地区ガバナー・名誉顧問会議長 伊賀 保夫 いが やすお 東京ピース 1R-2Z

複合地区FWTコーディネーター 阿部 かな子 あべ かなこ 東京ピース 1R-2Z

複合地区LCIF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

第１副地区ガバナー 中井 正力 なかい まさりき 東京新宿 11R-1Z

第２副地区ガバナー 増田 正明 ますだ まさあき 東京田無 13R-2Z

キャビネット幹事 江端 貴子 えばた たかこ 東京数寄屋橋 2R-2Z

キャビネット会計 伊藤 勝 いとう まさる 東京田無 13R-2Z

地区GLTコーディネーター 戸部 研一 とべ けんいち 東京数寄屋橋 2R-2Z

地区GMTコーディネーター 諸見里 清 もろみざと きよし 東京世田谷 10R-2Z

地区GSTコーディネーター 御厨 正敬 みくりや まさたか 東京江戸川東 5R-2Z

地区FWTコーディネーター（*地区委員長兼任） 小林 幸栄 こばやし さちえ 東京サンシャイン 8R-1Z

地区LCIFキャンペーン１００コーディネーター 今井 文彦 いまい ふみひこ 東京巣鴨 8R-2Z

スペシャルティクラブコーディネーター 柳 秀夫 やなぎ ひでお 東京豊島 8R-1Z

地区GLT副コーディネーター（*地区委員長兼任） 佐久間 洋一 さくま よういち 東京駿河台 4R-3Z

地区GMT副コーディネーター（*地区委員長兼任） 重信 眞一 しげのぶ しんいち 東京シティ 10R-2Z

地区GST副コーディネーター（*地区委員長兼任） 柳井 健一 やない けんいち 東京ウエスト 9R-2Z

地区FWT副コーディネーター 葛西 智子 かさい ともこ 東京神楽坂 8R-2Z

地区LCIFキャンペーン１００副コーディネーター（*地区委員長兼任） 中村 安次 なかむら やすじ 東京巣鴨 8R-2Z
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1Rリジョン・チェアパーソン 山下 規介 やました きすけ 東京ピース 1R-1Z

2Rリジョン・チェアパーソン 脇村 孝友 わきむら たかとも 東京晴海 2R-2Z

3Rリジョン・チェアパーソン 七戸 淳 しちのへ じゅん 東京赤坂 3R-3Z

4Rリジョン・チェアパーソン 石渡 幸雄 いしわたり ゆきお 東京江東南 4R-2Z

5Rリジョン・チェアパーソン 田中 忠男 たなか ただお 東京江戸川東 5R-2Z

6Rリジョン・チェアパーソン 新渡戸 智純 にとべ ちじゅん 東京鶯谷 6R-2Z

7Rリジョン・チェアパーソン 久保田 明雄 くぼた あきお 東京赤羽 7R-1Z

8Rリジョン・チェアパーソン 長嶋 文一郎 ながしま ぶんいちろう 東京豊新 8R-1Z

9Rリジョン・チェアパーソン 小倉 豊 おぐら ゆたか 東京蒲田 9R-2Z

10Rリジョン・チェアパーソン 沼田 卓一 ぬまた たくいち 東京神宮前 10R-1Z

11Rリジョン・チェアパーソン 熊野 活行 くまの かつゆき 東京大江戸 11R-3Z

12Rリジョン・チェアパーソン 志村 容一 しむら よういち 東京町田クレイン 12R-1Z

13Rリジョン・チェアパーソン 長谷山 勝美 はせやま かつみ 東京湧水 13R-2Z

14Rリジョン・チェアパーソン 芝 憲司 しば けんじ 東京桑都 14R-1Z

1R-1Zゾーン・チェアパーソン 中島 庸介 なかじま ようすけ 東京千代田 1R-1Z

1R-2Zゾーン・チェアパーソン 庄司 正憲 しょうじ まさのり 東京一ツ橋 1R-2Z

1R-3Zゾーン・チェアパーソン 氷田 孝 ひだ たかし 東京蒼天 1R-3Z

2R-1Zゾーン・チェアパーソン 未定 2R-1Z

2R-2Zゾーン・チェアパーソン 鹿野 祥誠 しかの よしさと 東京数寄屋橋 2R-2Z

2R-3Zゾーン・チェアパーソン 村島 吉豐 むらしま よしとよ 東京新世紀 2R-3Z

3R-1Zゾーン・チェアパーソン 福田 守弘 ふくだ もりひろ 東京芝 3R-1Z

3R-2Zゾーン・チェアパーソン 田中 清 たなか きよし 東京虎ノ門 3R-2Z

3R-3Zゾーン・チェアパーソン 林 敦美 はやし あつみ 東京ヒルズ 3R-3Z

4R-1Zゾーン・チェアパーソン 藤本 英樹 ふじもと ひでき 東京本所 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 水津 正臣 すいづ まさおみ 東京白門 4R-3Z

5R-1Zゾーン・チェアパーソン 飯田 修 いいだ おさむ 東京葛飾 5R-1Z

5R-2Zゾーン・チェアパーソン 峰村 篤 みねむら あつし 東京江戸川中央 5R-2Z

5R-3Zゾーン・チェアパーソン 武居 正幸 たけい まさゆき 東京足立 5R-3Z

6R-1Zゾーン・チェアパーソン 杉田 昇 すぎた のぼる 東京文化 6R-1Z

6R-2Zゾーン・チェアパーソン 根岸 久美子 ねぎし くみこ 東京上野南 6R-2Z

7R-1Zゾーン・チェアパーソン 石井 明 いしい あきら 東京北 7R-1Z

7R-2Zゾーン・チェアパーソン 関 賢司 せき けんじ 東京けやき 7R-2Z

7R-3Zゾーン・チェアパーソン 齋藤 勝美 さいとう かつみ 東京練馬 7R-3Z

8R-1Zゾーン・チェアパーソン 高木 千明 たかぎ ちあき 東京豊新 8R-1Z

8R-2Zゾーン・チェアパーソン 大杉 実 おおすぎ みのる 東京巣鴨 8R-2Z

9R-1Zゾーン・チェアパーソン 川本 昇 かわもと のぼる 東京品川 9R-1Z

9R-2Zゾーン・チェアパーソン 神野 吉弘 かみの よしひろ 東京五反田 9R-2Z

10R-1Zゾーン・チェアパーソン 蜂谷 陸男 はちや りくお 東京原宿 10R-1Z

10R-2Zゾーン・チェアパーソン 島田 光子 しまだ みつこ 東京さぎそう 10R-2Z

11R-1Zゾーン・チェアパーソン 藤田 幸直 ふじた ゆきなお 東京新都心 11R-1Z

11R-2Zゾーン・チェアパーソン 野村 浩司 のむら ひろし 東京杉並 11R-2Z

11R-3Zゾーン・チェアパーソン 関根 昭 せきね あきら 東京新宿御苑 11R-3Z

12R-1Zゾーン・チェアパーソン 川俣 貴三雄 かわまた きみお 東京吉祥寺 12R-1Z

12R-2Zゾーン・チェアパーソン 伊藤 雅行 いとう まさゆき 東京稲城多摩 12R-2Z

13R-1Zゾーン・チェアパーソン 山田 諭子 やまだ さとこ 東京昭島 13R-1Z

13R-2Zゾーン・チェアパーソン 笹川 邦子 ささがわ くにこ 東京清瀬 13R-2Z

14R-1Zゾーン・チェアパーソン 小方 一博 おがた かずひろ 東京八王子いちょう 14R-1Z

14R-2Zゾーン・チェアパーソン 長谷部 明 はせべ あきら 東京福生 14R-2Z
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ＧＬＴ指導力育成・ＣＱＩ委員会委員長（＊） 佐久間 洋一 さくま よういち 東京駿河台 4R-3Z

ＧＬＴ会員・会則・コンプライアンス委員会委員長 篠 順三 しの じゅんぞう 東京けやき 7R-2Z

ＧＬＴ青年アカデミー委員会委員長 茅島 純一 かやしま じゅんいち 東京江戸川東 5R-2Z

ＧＭＴ会員増強・維持・クラブ合併委員会委員長（＊） 重信 眞一 しげのぶ しんいち 東京シティ 10R-2Z

ＧＭＴエクステンション委員会委員長 野村 一也 のむら かずなり 東京綾瀬 5R-1Z

ＧＳＴ社会福祉・障がい者支援委員会委員長 池田 幸司 いけだ こうじ 東京神宮 3R-3Z

ＧＳＴ環境保全委員会委員長 山田 新一 やまだ しんいち 東京八王子高尾 14R-1Z

ＧＳＴ献眼・献腎・献血・骨髄移植委員会委員長（＊） 柳井 健一 やない けんいち 東京ウエスト 9R-2Z

ＦＷＴ女性参画推進委員会委員長（＊） 小林 幸栄 こばやし さちえ 東京サンシャイン 8R-1Z

ＬＣＩＦ推進委員会委員長（＊） 中村 安次 なかむら やすじ 東京巣鴨 8R-2Z

広報・ＩＴ・クラブサクセス委員会委員長 坂本 純一 さかもと じゅんいち 東京三鷹 12R-1Z

ＹＣＥ委員会委員長 後藤 裕文 ごとう ひろふみ 東京法政 4R-3Z

青少年健全育成・レオ・ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ委員会委員長 小林 伸光 こばやし のぶみつ 東京吉祥寺 12R-1Z

薬物乱用防止委員会委員長 吉川 研司 よしかわ けんじ 東京葛飾東 5R-1Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会委員長 上野 繁幸 うえの しげゆき 東京江戸川 5R-2Z

法人運営委員会委員長 池田 和司 いけだ こうじ 東京桜門 4R-3Z

国際協調・アジア友好委員会委員長 森 亮介 もり りょうすけ 東京渋谷 10R-1Z

国際大会委員会委員長 池田 重雄 いけだ しげお 東京杉並 11R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会委員長 追原 篤男 おいはら とくお 東京 1R-1Z

選挙管理委員会委員長 橋本 光祥 はしもと みつよし 東京豊新 8R-1Z

第６７回年次大会委員会委員長 近藤 正彦 こんどう まさひこ 東京八王子陵東 14R-1Z

短期ビジョン委員会委員長 中井正力 なかい まさりき 東京新宿 11R-1Z

会計監査 吉田 實 よしだ みのる 東京文京 8R-2Z

会計監査 青木 秀壽 あおき ひでとし 東京渋谷 10R-1Z

キャビネット副幹事 武内 正行 たけうち まさゆき 東京新世紀 2R-3Z

キャビネット副幹事 増渕 秀一 ますぶち ひでかず 東京白門 4R-3Z

キャビネット副幹事 佐々木 重行 ささき しげゆき 東京江戸川 5R-2Z

キャビネット副幹事 湯沢 久美子 ゆざわ くみこ 東京世田谷 10R-2Z

キャビネット副幹事 清水 ゆきの しみず ゆきの 東京光が丘 7R-3Z

キャビネット副幹事 阿部 清彦 あべ きよひこ 東京新宿 11R-1Z

キャビネット副幹事 太田 章文 おおた あきふみ 東京桑都 14R-1Z

キャビネット副会計 坪谷 茂 つぼや しげる 東京平成 2R-2Z

キャビネット副会計 吉橋 すみれ よしはし すみれ 東京渋谷 10R-1Z
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