
330-A地区　RC・ZC 2020/8/5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 山下 規介 やました きすけ 東京ピース 1R-2Z

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 東京ウエスト 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-2Z

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


