
330-A地区委員会 2020/8/7現在

委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

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指導力育成・CQI委員会副委員長 肥田野 晴三 ひだの はるみつ 東京平成 2R-2Z

GLT指導力育成・CQI委員会副委員長 北岡 知子 きたおか ともこ 東京渋谷 10R-1Z

GLT指導力育成・CQI委員会副委員長 川名 喜正 かわな よしまさ 東京キング 11R-3Z

GLT指導力育成・CQI委員会副委員長 一瀬 晴雄 いちのせ はるお 東京田無 13R-2Z

GLT指導力育成・CQI委員会委員 海沼 潤 かいぬま じゅん 東京柳橋 2R-1Z

GLT指導力育成・CQI委員会委員 山﨑 紀子 やまさき のりこ 東京柳橋 2R-1Z

GLT指導力育成・CQI委員会委員 田中 亜紀子 たなか あきこ 東京駿河台 4R-3Z

GLT指導力育成・CQI委員会委員 梅本 泰寛 うめもと やすひろ 東京豊島 8R-1Z

GLT指導力育成・CQI委員会委員 鈴木 昭雄 すずき あきお 東京さぎそう 10R-2Z

GLT指導力育成・CQI委員会委員 常盤 聡 ときわ さとし 東京八王子いちょう 14R-1Z

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会員・会則・コンプライアンス委員会副委員長 藤本 英介 ふじもと えいすけ 東京隅田川 4R-1Z

GLT会員・会則・コンプライアンス委員会副委員長 本井 克樹 もとい かつき 東京志村 7R-2Z

GLT会員・会則・コンプライアンス委員会副委員長 水成 直也 みずなり なおや 東京ウエスト 9R-2Z

GLT会員・会則・コンプライアンス委員会委員 佐藤 塁 さとう るい 東京数寄屋橋 2R-2Z

GLT会員・会則・コンプライアンス委員会委員 高島 誠 たかしま まこと 東京平成 2R-2Z

GLT会員・会則・コンプライアンス委員会委員 藤井 義之 ふじいよしゆき 東京上野 6R-2Z

GLT会員・会則・コンプライアンス委員会委員 奥山 貞三 おくやま ていぞう 東京飯田橋 8R-2Z

GLT会員・会則・コンプライアンス委員会委員 伊井 和彦 いい かずひこ 東京新宿 11R-1Z

GLT会員・会則・コンプライアンス委員会委員 井上 一二三 いのうえ ひふみ 東京新宿東 11R-3Z

GLT会員・会則・コンプライアンス委員会委員 田中 勉 たなか つとむ 東京小金井 13R-1Z

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

GLT青年アカデミー委員会副委員長 栗林 正次 くりばやし まさつぐ 東京荒川 7R-1Z

GLT青年アカデミー委員会副委員長 村上 隆信 むらかみ たかのぶ 東京ウエスト 9R-2Z

GLT青年アカデミー委員会副委員長 手塚 利行 てづか としゆき 東京世田谷 10R-2Z

GLT青年アカデミー委員会副委員長 栗原 真理子 くりはら まりこ 東京キング 11R-3Z

GLT青年アカデミー委員会委員 泉 孝之 いずみ たかゆき 東京葵 1R-3Z

GLT青年アカデミー委員会委員 上村 美由紀 うえむら みゆき 東京葵 1R-3Z

GLT青年アカデミー委員会委員 宮 啓介 みや けいすけ 東京数寄屋橋 2R-2Z

GLT青年アカデミー委員会委員 小野 伸二郎 おの しんじろう 東京数寄屋橋 2R-2Z

GLT青年アカデミー委員会委員 高木 大興 たかぎ ひろおき 東京杉並東 11R-2Z

GLT青年アカデミー委員会委員 亀田 晃平 かめだ こうへい 東京調布 12R-1Z

GLT青年アカデミー委員会委員 中嶋 徹治 なかじま てつじ 東京吉祥寺 12R-1Z

GLT青年アカデミー委員会委員 内川 一之 うちかわ かずゆき 東京立川 13R-1Z

GLT青年アカデミー委員会委員 栗栖 秀明 くりす ひであき 東京八王子中央 14R-1Z

GLT青年アカデミー委員会アドバイザー 大和田 博道 おおわだ ひろみち 東京葵 1R-3Z

GLT青年アカデミー委員会アドバイザー 坪谷 茂 つぼや しげる 東京平成 2R-2Z

GLT青年アカデミー委員会アドバイザー 小野 毅 おの たけし 東京サンシャイン 8R-1Z
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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会員増強・維持・クラブ合併委員会副委員長 目黒 義繁 めぐろ よししげ 東京尾張町 2R-2Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会副委員長 大里 堅 おおさと けん 東京渋谷 10R-1Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会副委員長 中村 浩梓 なかむら ひろし 東京さぎそう 10R-2Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会副委員長 金岡 弘大 かねおか こうだい 東京新宿 11R-1Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会副委員長 泊 正重 とまり まさしげ 東京スバル 11R-1Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会副委員長 矢島 武志 やじま たけし 東京吉祥寺 12R-1Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会副委員長 樋口 昇 ひぐち のぼる 東京町田クレイン 12R-2Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会副委員長 大塚 英夫 おおつか ひでお 東京横田 13R-1Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会委員 高見 久子 たかみ ひさこ 東京一ツ橋 1R-2Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会委員 田上 敏 たのうえ さとし 東京葵 1R-3Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会委員 柳井 龍彦 やない たつひこ 東京銀座 2R-2Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会委員 菅原 茂延 すがわら しげのぶ 東京駿河台 4R-3Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会委員 平山 一郎 ひらやま いちろう 東京鶯谷 6R-2Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会委員 殿塚 弘 とのづか ひろし 東京北 7R-1Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会委員 阪本 真路 さかもと しんじ 東京石泉 7R-3Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会委員 堀越 洋介 ほりこし ようすけ 東京豊新 8R-1Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会委員 岡村 秀親 おかむら ひでちか 東京目黒 9R-2Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会委員 大城 満 おおしろ みつる 東京セントラル代官山 10R-1Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会委員 海藤 佑介 かいとう ゆうすけ 東京シティ 10R-2Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会委員 河津 延樹 かわつ のぶき 東京自由が丘 10R-2Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会委員 中村 和男 なかむら かずお 東京杉並東 11R-2Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会委員 八木橋 重仁 やぎはし しげひと 東京早稲田 11R-3Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会委員 倉沢 真平 くらさわ しんぺい 東京湧水 13R-2Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会委員 松本 万紀 まつもと まき 東京八王子いちょう 14R-1Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会委員 柏原 義明 かしわばら よしあき 東京八王子陵東 14R-1Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会アドバイザー 岩城 正明 いわき まさあき 東京千代田 1R-1Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会アドバイザー 宮本 志づ子 みやもと しづこ 東京紀尾井町 1R-2Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会アドバイザー 田中 隆三 たなか りゅうぞう 東京赤坂 3R-3Z

GMT会員増強・維持・クラブ合併委員会アドバイザー 川村 廣 かわむら ひろし 東京江戸川 5R-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

GMTエクステンション委員会副委員長 松戸 健周 まつど たけちか 東京桜田門 1R-2Z

GMTエクステンション委員会副委員長 石原 義大 いしはら よしお 東京亀有 5R-1Z

GMTエクステンション委員会副委員長 篠宮 光央 しのみや こうじ 東京荒川 7R-1Z

GMTエクステンション委員会副委員長 岩下 浩之 いわした ひろゆき 東京赤羽 7R-1Z

GMTエクステンション委員会副委員長 山本 ゆかり やまもと ゆかり 東京神楽坂 8R-2Z

GMTエクステンション委員会副委員長 萩原 俊長 はぎわら としなが 東京シティ 10R-2Z

GMTエクステンション委員会委員 松島 洋幸 まつしま ひろゆき 東京数寄屋橋 2R-2Z

GMTエクステンション委員会委員 神保 欣正 じんぼ よしまさ 東京桜門 4R-3Z

GMTエクステンション委員会委員 竹島 秀章 たけしま ひであき 東京飛翔 6R-1Z

GMTエクステンション委員会委員 相野谷 信之 あいのや のぶゆき 東京セントラル代官山 10R-1Z

GMTエクステンション委員会委員 大竹 良雄 おおたけ よしお 東京世田谷 10R-2Z

GMTエクステンション委員会委員 緒方 裕一 おがた ゆういち 東京大江戸 11R-3Z

GMTエクステンション委員会委員 木原 敏男 きはら としお 東京立川 13R-1Z

GMTエクステンション委員会アドバイザー 荒木 貞雄 あらき さだお 東京石泉 7R-3Z
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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社会福祉・障がい者支援委員会副委員長 田村 聖二 たむら せいじ 東京数寄屋橋 2R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会副委員長 大根田 タミ おおねだ たみ 東京芝 3R-1Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会副委員長 後藤 義英 ごとう よしひで 東京江戸川東 5R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会副委員長 小泉 重光 こいずみ しげみつ 東京ウエスト 9R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会副委員長 飯沢 宗光 いいざわ むねみつ 東京八王子いちょう 14R-1Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員 石隈 和雄 いしぐま かずお 東京番町 1R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員 遠藤 啓之 えんどう ひろゆき 東京銀座 2R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員 宍倉 直武 ししくら なおたけ 東京数寄屋橋 2R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員 小山 俊一 こやま しゅんいち 東京数寄屋橋 2R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員 古越 裕章 ふるこし ひろあき 東京麻布 3R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員 岡野 由梨 おかの ゆり 東京神宮 3R-3Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員 杉井 義久 すぎい よしひさ 東京神宮 3R-3Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員 中島 喜弘 なかしま よしひろ 東京ヒルズ 3R-3Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員 獅倉 真 ししくら まこと 東京上野南 6R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員 松本 朋治 まつもと ともはる 東京上野南 6R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員 曽我 幸弘 そが ゆきひろ 東京石泉 7R-3Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員 堺田 明美 さかいだ あけみ 東京蒲田 9R-1Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員 小河原 麻衣 おがはら まい 東京荏原 9R-1Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員 筏 順治 いかだ じゅんじ 東京ウエスト 9R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員 狩野 昭 かのう あきら 東京新宿 11R-1Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員 田口 善彦 たぐち よしひこ 東京中野 11R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員 杉村 基 すぎむら もとい 東京キング 11R-3Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員 福島 俊郎 ふくしま としろう 東京小金井 13R-1Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員 髙橋 雅人 たかはし まさんど 東京田無 13R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会委員 萩原 和典 はぎわら かつのり 東京八王子いちょう 14R-1Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会アドバイザー 谷山 光俊 たにやま みつとし 東京ウエスト 9R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会アドバイザー 野々 晴久 のの はるひさ 東京玉川 10R-2Z

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環境保全委員会副委員長 中川 喜美枝 なかがわ きみえ 東京ピース 1R-2Z

GST環境保全委員会副委員長 橋本 源則 はしもと もとのり 東京葛飾東 5R-1Z

GST環境保全委員会副委員長 奥田 眞司 おくだ まさし 東京八王子高尾 14R-1Z

GST環境保全委員会委員 登坂 さおり とさか さおり 東京巣鴨 8R-2Z

GST環境保全委員会委員 大久保 正弘 おおくぼ まさひろ 東京小金井 13R-1Z

GST環境保全委員会委員 嶋田 徳彦 しまだ のりひこ 東京八王子中央 14R-1Z

GST環境保全委員会委員 髙垣 惠美子 たかがき えみこ 東京八王子高尾 14R-1Z
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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

GST献眼・献腎・献血・骨髄移植委員会副委員長 佐藤 隆造 さとう たかぞう 東京馬場先門 1R-1Z

GST献眼・献腎・献血・骨髄移植委員会副委員長 川島 富美子 かわしま ふみこ 東京蒼天 1R-3Z

GST献眼・献腎・献血・骨髄移植委員会副委員長 大久保 英彦 おおくぼ ひでひこ 東京白門 4R-3Z

GST献眼・献腎・献血・骨髄移植委員会副委員長 板東 誠 ばんどう まこと 東京江戸川東 5R-2Z

GST献眼・献腎・献血・骨髄移植委員会副委員長 水落 大稔 みずおち ひろとし 東京ウエスト 9R-2Z

GST献眼・献腎・献血・骨髄移植委員会副委員長 谷合 ひろよ たにあい ひろよ 東京八王子中央 14R-1Z

GST献眼・献腎・献血・骨髄移植委員会委員 佐囲東 隆 さいとう たかし 東京一ツ橋 1R-2Z

GST献眼・献腎・献血・骨髄移植委員会委員 本杉 達哉 もとすぎ たつや 東京数寄屋橋 2R-2Z

GST献眼・献腎・献血・骨髄移植委員会委員 岡村 隆文 おかむら たかふみ 東京麻布 3R-2Z

GST献眼・献腎・献血・骨髄移植委員会委員 藤沢 敦 ふじさわ あつし 東京ドリーム 3R-3Z

GST献眼・献腎・献血・骨髄移植委員会委員 中村 義和 なかむら よしかず 東京城東 4R-2Z

GST献眼・献腎・献血・骨髄移植委員会委員 新井 清子 あらい きよこ 東京ウィル 7R-3Z

GST献眼・献腎・献血・骨髄移植委員会委員 清家 端 せいけ はじめ 東京ウエスト 9R-2Z

GST献眼・献腎・献血・骨髄移植委員会委員 島﨑 政虎 しまざき まさとら 東京世田谷 10R-2Z

GST献眼・献腎・献血・骨髄移植委員会委員 北見 正雄 きたみ まさお 東京三軒茶屋 10R-2Z

GST献眼・献腎・献血・骨髄移植委員会委員 高野 真人 たかの まひと 東京青梅 14R-2Z

GST献眼・献腎・献血・骨髄移植委員会アドバイザー 荒木 貞雄 あらき さだお 東京石泉 7R-3Z

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

FWT女性参画推進委員会副委員長 葛西 智子 かさい ともこ 東京神楽坂 8R-2Z

FWT女性参画推進委員会副委員長 山本 和 やまもと かず 東京田無 13R-2Z

FWT女性参画推進委員会副委員長 中原 聡美 なかはら さとみ 東京秋川 14R-2Z

FWT女性参画推進委員会委員 荻野 邦子 おぎの くにこ 東京ピース 1R-2Z

FWT女性参画推進委員会委員 大田 佳子 おおた よしこ 東京銀座 2R-2Z

FWT女性参画推進委員会委員 田中 圭子 たなか けいこ 東京並木通 2R-2Z

FWT女性参画推進委員会委員 田中 良子 たなか りょうこ 東京並木通 2R-2Z

FWT女性参画推進委員会委員 榊原 恵子 さかきばら けいこ 東京赤坂 3R-3Z

FWT女性参画推進委員会委員 北澤 博子 きたざわ ひろこ 東京隅田川 4R-1Z

FWT女性参画推進委員会委員 畠中 君代 はたなか きみよ 東京駿河台 4R-3Z

FWT女性参画推進委員会委員 牧島 よしみ まきしま よしみ 東京イースト 6R-2Z

FWT女性参画推進委員会委員 石川 知恵子 いしかわ ちえこ 東京ウィル 7R-3Z

FWT女性参画推進委員会委員 水本 陽子 みずもと ようこ 東京渋谷 10R-1Z

FWT女性参画推進委員会委員 石川 香世子 いしかわ かよこ 東京さぎそう 10R-2Z

FWT女性参画推進委員会アドバイザー 島田 光子 しまだ みつこ 東京さぎそう 10R-2Z

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

LCIF推進委員会副委員長 宇田 英樹 うだ ひでき 東京銀座 2R-2Z

LCIF推進委員会副委員長 石川 味季 いしかわ みき 東京荏原 9R-1Z

LCIF推進委員会副委員長 吉田 亮一 よしだ りょういち 東京新宿 11R-1Z

LCIF推進委員会副委員長 長谷山 大輔 はせやま だいすけ 東京湧水 13R-2Z

LCIF推進委員会副委員長 原田 純子 はらだ じゅんこ 東京八王子高尾 14R-1Z

LCIF推進委員会委員 今井 龍司 いまい りゅうじ 東京葵 1R-3Z

LCIF推進委員会委員 松井 政廣 まつい まさひろ 東京晴海 2R-2Z

LCIF推進委員会委員 山田 浩雅 やまだ ひろまさ 東京赤坂 3R-3Z

LCIF推進委員会委員 佐々木 伊知男 ささき いちお 東京江戸川東 5R-2Z

LCIF推進委員会委員 大瀧 洋子 おおたき ようこ 東京飛翔 6R-1Z

LCIF推進委員会委員 延藤 梨絵 えんどう りえ 東京巣鴨 8R-2Z

LCIF推進委員会委員 菅野 哲介 かんの てつすけ 東京目黒 9R-2Z

LCIF推進委員会委員 芝田 好晃 しばた よしあき 東京成城 10R-2Z

LCIF推進委員会委員 森田 雅洋 もりた まさひろ 東京三鷹 12R-1Z
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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

広報・IT・クラブサクセス委員会副委員長 小野 健志 おの たけし 東京ピース 1R-2Z

広報・IT・クラブサクセス委員会副委員長 細田 未央 ほそだ みお 東京表参道 10R-1Z

広報・IT・クラブサクセス委員会副委員長 桂 太郎 かつら たろう 東京世田谷 10R-2Z

広報・IT・クラブサクセス委員会副委員長 石田 賢 いしだ けん 東京三鷹 12R-1Z

広報・IT・クラブサクセス委員会委員 伊藤 晶美 いとう まさみ 東京葵 1R-3Z

広報・IT・クラブサクセス委員会委員 河田 淳一 かわだ じゅんいち 東京平成 2R-2Z

広報・IT・クラブサクセス委員会委員 藤田 紘子 ふじた ひろこ 東京ヒルズ 3R-3Z

広報・IT・クラブサクセス委員会委員 茂岡 幹弥 しげおか みきや 東京白門 4R-3Z

広報・IT・クラブサクセス委員会委員 石橋 卓磨 いしばし たくま 東京稲門 4R-3Z

広報・IT・クラブサクセス委員会委員 赤川 緋沙子 あかがわ ひさこ 東京ウィル 7R-3Z

広報・IT・クラブサクセス委員会委員 千葉 信一郎 ちば しんいちろう 東京渋谷 10R-1Z

広報・IT・クラブサクセス委員会委員 新井 大介 あらい だいすけ 東京新宿 11R-1Z

広報・IT・クラブサクセス委員会委員 三代 勝之 みしろ かつゆき 東京スバル 11R-1Z

広報・IT・クラブサクセス委員会委員 花堂 浩一 はなどう こういち 東京中野 11R-2Z

広報・IT・クラブサクセス委員会委員 根岸 雅也 ねぎし まさや 東京八王子いちょう 14R-1Z

広報・IT・クラブサクセス委員会委員 匂坂 淳 こうさか じゅん 東京八王子高尾 14R-1Z

広報・IT・クラブサクセス委員会アドバイザー 吉岡 晋 よしおか すすむ 東京けやき 7R-2Z

広報・IT・クラブサクセス委員会アドバイザー 赤尾 嘉晃 あかお よしあき 東京豊新 8R-1Z

広報・IT・クラブサクセス委員会アドバイザー 津守 勝男 つもり かつお 東京大森 9R-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

YCE委員会副委員長 伊藤 弘美 いとう ひろみ 東京ウィル 7R-3Z

YCE委員会副委員長 小野 毅 おの たけし 東京サンシャイン 8R-1Z

YCE委員会副委員長 髙橋 長生 たかはし ちょうせい 東京レスキュー 9R-2Z

YCE委員会副委員長 半貫 正治 はんぬき まさはる 東京東大和 13R-2Z

YCE委員会委員 柴田 耕二 しばた こうじ 東京銀座 2R-2Z

YCE委員会委員 城戸 正幸 きど まさゆき 東京文化 6R-1Z

YCE委員会委員 松村 憲 まつむら けん 東京北 7R-1Z

YCE委員会委員 中尾 美佐男 なかお みさお 東京けやき 7R-2Z

YCE委員会委員 安達 勇樹 あだち ゆうき 東京豊新 8R-1Z

YCE委員会委員 今井 杏羽子 いまい きょうこ 東京新宿 11R-1Z

YCE委員会委員 藤本 ユカリ ふじもと ゆかり 東京新都心 11R-1Z

YCE委員会委員 松苗 靖 まつなえ やすし 東京吉祥寺 12R-1Z

YCE委員会アドバイザー 氷田 孝 ひだ たかし 東京蒼天 1R-3Z

青少年健全育成・レオ・ライオンズ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

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会副委員長 雨宮 弘枝 あめみや ひろえ 東京柳橋 2R-1Z

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会副委員長 佐藤 泰治 さとう たいじ 東京新世紀 2R-3Z

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会副委員長 島田 芳子 しまだ よしこ 東京亀有 5R-1Z

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会副委員長 浜田 祐介 はまだ ゆうすけ 東京江戸川中央 5R-2Z

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会副委員長 松尾 和英 まつお かずひで 東京五反田 9R-2Z

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会副委員長 後藤 登 ごとう のぼる 東京武蔵野 12R-1Z

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会副委員長 平山 和克 ひらやま かずよし 東京国立 13R-1Z

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会委員 小沢 宏 おざわ ひろし 東京晴海 2R-2Z

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会委員 大和田 尚子 おおわだ なおこ 東京赤坂 3R-3Z

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会委員 荻野 真由美 おぎの まゆみ 東京亀有 5R-1Z

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会委員 武内 敏幸 たけうち としゆき 東京江戸川南 5R-2Z

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会委員 新井 理恵 あらい りえ 東京江戸川中央 5R-2Z

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会委員 吉野 行英 よしの ゆきひで 東京鶯谷 6R-2Z

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会委員 松竹 諭規男 まつたけ ゆきお 東京セイシン 8R-2Z

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会委員 高野 一治 たかの かつはる 東京新宿 11R-1Z

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会委員 笠原 伸太郎 かさはら しんたろう 東京吉祥寺 12R-1Z

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会委員 高橋 孝栄 たかはし こうえい 東京町田 12R-2Z

青少年健全育成・レオ・ライオンズクエスト委員会委員 中原 信之 なかはら のぶゆき 東京八王子中央 14R-1Z

5 / 8 ページ



委員会名 L氏名 ふりがな クラブ名 RZ

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

薬物乱用防止委員会副委員長 丸井 一弘 まるい かずひろ 東京蒼天 1R-3Z

薬物乱用防止委員会副委員長 荒岡 崇一 あらおか そういち 東京葛飾 5R-1Z

薬物乱用防止委員会副委員長 藤田 優子 ふじた ゆうこ 東京江戸川中央 5R-2Z

薬物乱用防止委員会副委員長 根津 万寿夫 ねづ ますお 東京石泉 7R-3Z

薬物乱用防止委員会副委員長 中村 善子 なかむら よしこ 東京成城 10R-2Z

薬物乱用防止委員会委員 大和田 博道 おおわだ ひろみち 東京葵 1R-3Z

薬物乱用防止委員会委員 仲 眞美子 なか まみこ 東京銀座 2R-2Z

薬物乱用防止委員会委員 ライト 明野 らいと あきの 東京ヒルズ 3R-3Z

薬物乱用防止委員会委員 中西 浩太 なかにし こうた 東京ヒルズ 3R-3Z

薬物乱用防止委員会委員 鈴木 孝 すずき たかし 東京江戸川東 5R-2Z

薬物乱用防止委員会委員 大澤 誠司 おおさわ せいじ 東京志村 7R-2Z

薬物乱用防止委員会委員 沼田 守将 ぬまた もりまさ 東京巣鴨 8R-2Z

薬物乱用防止委員会委員 吉田 哲也 よしだ てつや 東京新宿 11R-1Z

薬物乱用防止委員会委員 神田 博則 かんだ ひろのり 東京新宿 11R-1Z

薬物乱用防止委員会委員 星野 新一 ほしの しんいち 東京中野 11R-2Z

薬物乱用防止委員会アドバイザー 荻野 真由美 おぎの まゆみ 東京亀有 5R-1Z

薬物乱用防止委員会アドバイザー 石井 六哉 いしい ろくや 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

緊急対策・アラート・復興支援委員会副委員長 福井 清太 ふくい せいた 東京葵 1R-3Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会副委員長 高根澤 輝之 たかねざわ てるゆき 東京セイシン 8R-2Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会副委員長 田中 真作 たなか しんさく 東京ウエスト 9R-2Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会副委員長 江野上 孝一 えのがみ こういち 東京立川 13R-1Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会副委員長 大鷲 和貴 おおわし かずたか 東京昭島 13R-1Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会副委員長 青山 正 あおやま ただし 東京八王子陵東 14R-1Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会副委員長 中原 弘之 なかはら ひろゆき 東京福生 14R-2Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会委員 高畑 一彦 たかはた かずひこ 東京蒼天 1R-3Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会委員 塚松 卓也 つかまつ たくや 東京山王 2R-3Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会委員 椿 佳生子 つばき かなこ 東京麻布 3R-2Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会委員 河野 伸孝 こうの のぶたか 東京ヒルズ 3R-3Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会委員 新渕 伸也 にいぶち しんや 東京江東南 4R-2Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会委員 高橋 淳 たかはし じゅん 東京江戸川 5R-2Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会委員 大類 雅之 おおるい まさゆき 東京江戸川中央 5R-2Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会委員 宮井 晴史 みやい せいじ 東京飛翔 6R-1Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会委員 木下 榮弘 きのした えいこう 東京荒川西 7R-1Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会委員 山本 武史 やまもと たけふみ 東京渋谷 10R-1Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会委員 長谷川 達朗 はせがわ たつろう 東京キング 11R-3Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会委員 井口 護 いぐち まもる 東京吉祥寺 12R-1Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会委員 久冨木 正和 くぶき まさかず 東京八王子いちょう 14R-1Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会アドバイザー 野村 起成 のむら たつなり 東京五反田 9R-2Z

緊急対策・アラート・復興支援委員会アドバイザー 小方 一博 おがた かずひろ 東京八王子いちょう 14R-1Z
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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

法人運営委員会副委員長 中野 克行 なかの かつゆき 東京数寄屋橋 2R-2Z

法人運営委員会副委員長 山本 康弘 やまもと やすひろ 東京世田谷 10R-2Z

法人運営委員会副委員長 竹本 裕美 たけもと ひろみ 東京新宿東 11R-3Z

法人運営委員会副委員長 有賀 靖典 あるが やすのり 東京キング 11R-3Z

法人運営委員会委員 山本 和夫 やまもと かずお 東京 1R-1Z

法人運営委員会委員 権藤 理俊 ごんどう みちとし 東京数寄屋橋 2R-2Z

法人運営委員会委員 吉田 なつみ よしだ なつみ 東京桜門 4R-3Z

法人運営委員会委員 二谷 仁吾 にたに じんご 東京上野 6R-2Z

法人運営委員会委員 元田 秀治 もとだ ひではる 東京鶯谷 6R-2Z

法人運営委員会委員 村瀬 章一 むらせ しょういち 東京荒川西 7R-1Z

法人運営委員会委員 横山 莊司 よこやま しょうじ 東京練馬 7R-3Z

法人運営委員会委員 根本 二郎 ねもと じろう 東京飯田橋 8R-2Z

法人運営委員会委員 西山 和範 にしやま かずのり 東京世田谷 10R-2Z

法人運営委員会委員 家喜 凱雄 いえき よしお 東京杉並東 11R-2Z

法人運営委員会アドバイザー 脇村 孝友 わきむら たかとも 東京晴海 2R-2Z

法人運営委員会アドバイザー 大石 誠 おおいし まこと 東京数寄屋橋 2R-2Z

法人運営委員会アドバイザー 吉田 宗一郎 よしだ そういちろう 東京武蔵野 12R-1Z

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

国際協調・アジア友好委員会副委員長 重山 元明 しげやま もとあき 東京一ツ橋 1R-2Z

国際協調・アジア友好委員会副委員長 窪田 崇人 くぼた たかひと 東京平成 2R-2Z

国際協調・アジア友好委員会副委員長 河田 弘昭 かわだ ひろあき 東京文化 6R-1Z

国際協調・アジア友好委員会副委員長 梶原 利文 かじわら としふみ 東京成城 10R-2Z

国際協調・アジア友好委員会副委員長 森山 泰文 もりやま やすふみ 東京立川 13R-1Z

国際協調・アジア友好委員会副委員長 山﨑 規正 やまざき のりまさ 東京小平 13R-2Z

国際協調・アジア友好委員会委員 芳賀 英紀 はが ひでのり 東京平成 2R-2Z

国際協調・アジア友好委員会委員 戸井川 裕美子 といかわ ゆみこ 東京赤坂 3R-3Z

国際協調・アジア友好委員会委員 山田 順子 やまだ じゅんこ 東京光が丘 7R-3Z

国際協調・アジア友好委員会委員 杉原 康史 すぎはら やすし 東京渋谷 10R-1Z

国際協調・アジア友好委員会委員 斎藤 恵美子 さいとう えみこ 東京スバル 11R-1Z

国際協調・アジア友好委員会委員 溝口 淑子 みぞぐち よしこ 東京中野 11R-2Z

国際協調・アジア友好委員会委員 梅若 和子 うめわか かずこ 東京中野 11R-2Z

国際協調・アジア友好委員会委員 中野 寿夫 なかの としお 東京立川 13R-1Z

国際協調・アジア友好委員会アドバイザー 関 真一郎 せき しんいちろう 東京田園調布 10R-2Z

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

国際大会委員会副委員長 前川 薫 まえかわ かおる 東京ピース 1R-2Z

国際大会委員会副委員長 山本 憲一 やまもと けんいち 東京文化 6R-1Z

国際大会委員会副委員長 清水 雄二 しみず ゆうじ 東京豊新 8R-1Z

国際大会委員会副委員長 長瀬 功依 ながせ こういち 東京荏原 9R-1Z

国際大会委員会副委員長 矢沢 きよみ やざわ きよみ 東京町田 12R-2Z

国際大会委員会委員 金 炫雄 きむ ひょぬん 東京葵 1R-3Z

国際大会委員会委員 黒井 朝久 くろい ともひさ 東京尾張町 2R-2Z

国際大会委員会委員 若月 小百合 わかつき さゆり 東京麻布 3R-2Z

国際大会委員会委員 須貝 利夫 すがい としお 東京江戸川東 5R-2Z

国際大会委員会委員 清水 昭洋 しみず あきひろ 東京ウィル 7R-3Z

国際大会委員会委員 金岡 世潤 かねおか せゆん 東京巣鴨 8R-2Z

国際大会委員会委員 川上 留美 かわかみ るみ 東京杉並 11R-2Z

国際大会委員会委員 石野 泰伸 いしの やすのぶ 東京しいの木 11R-2Z

国際大会委員会アドバイザー 吉橋 すみれ よしはし すみれ 東京渋谷 10R-1Z
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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

オリンピック・パラリンピック支援委員会副委員長 中島 潔 なかじま きよし 東京新橋 3R-1Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会副委員長 黒岩 貴 くろいわ たかし 東京麻布 3R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会副委員長 松本 光史 まつもと こうじ 東京江東 4R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会副委員長 藤井 良一 ふじい りょういち 東京江東南 4R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会委員 児玉 金之助 こだま きんのすけ 東京馬場先門 1R-1Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会委員 白石 照代 しらいし てるよ 東京一ツ橋 1R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会委員 前田 志保 まえだ しほ 東京蒼天 1R-3Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会委員 石田 哲司 いしだ てつじ 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 長谷川 祐二 はせがわ ゆうじ 東京城東 4R-2Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会委員 小作 力雄 こさく りきお 東京渋谷 10R-1Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会委員 青山 友 あおやま とも 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委員 宮本 浩生 みやもと ひろき 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 望月 慎之助 もちづき しんのすけ 東京新宿 11R-1Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会委員 宮原 穣 みやはら じょう 東京スバル 11R-1Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会委員 川野 義範 かわの よしのり 東京大江戸 11R-3Z

オリンピック・パラリンピック支援委員会委員 水葉 雅雄 みずは まさお 東京横田 13R-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 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委員会アドバイザー 髙橋 昌幸 たかはし まさゆき 東京新都心 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 長谷山 勝美 はせやま かつみ 東京湧水 13R-2Z

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

選挙管理委員会副委員長 戸田 一郎 とだ いちろう 東京麻布 3R-2Z

選挙管理委員会副委員長 髙橋 昌幸 たかはし まさゆき 東京新都心 11R-1Z

選挙管理委員会副委員長 谷口 博一 たにぐち ひろかず 東京新宿東 11R-3Z

選挙管理委員会副委員長 矢口 実 やぐち みのる 東京早稲田 11R-3Z

選挙管理委員会委員 平野 晋康 ひらの くにやす 東京豊新 8R-1Z

選挙管理委員会アドバイザー 坪谷 茂 つぼや しげる 東京平成 2R-2Z

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

第67回年次大会委員会副委員長 知野 秀雄 ちの ひでお 東京晴海 2R-2Z

第67回年次大会委員会副委員長 秋月 誠 あきづき まこと 東京飛翔 6R-1Z

第67回年次大会委員会副委員長 上杉 秀樹 うえすぎ ひでき 東京豊新 8R-1Z

第67回年次大会委員会副委員長 矢田部 満 やたべ みつる 東京調布 12R-1Z

第67回年次大会委員会副委員長 伊藤 一美 いとう かずみ 東京三鷹 12R-1Z

第67回年次大会委員会委員 三和田 義廣 みわた よしひろ 東京新世紀 2R-3Z

第67回年次大会委員会委員 磯川 武志 いそかわ たけし 東京荒川西 7R-1Z

第67回年次大会委員会委員 山中 英明 やまなか ひであき 東京八王子いちょう 14R-1Z

第67回年次大会委員会委員 納富 洵一郎 のうどみ じゅんいちろう 東京八王子いちょう 14R-1Z

第67回年次大会委員会アドバイザー 古川 竜也 ふるかわ たつや 東京キング 11R-3Z

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
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