
330-A地区　RC・ZC 2021/10/28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 川島 富美子 かわしま ふみこ 東京蒼天 1R-3Z

2Rリジョン・チェアパーソン 佐原 幸雄 さはら ゆきお 東京みやこ 2R-1Z

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

4Rリジョン・チェアパーソン 榎 秀郎 えのき ひでお 東京白門 4R-3Z

5Rリジョン・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

6Rリジョン・チェアパーソン 夏目 幸生 なつめ さちお 東京秋葉原 6R-1Z

7Rリジョン・チェアパーソン 中尾 美佐男 なかお みさお 東京けやき 7R-2Z

8Rリジョン・チェアパーソン 安達 慎二 あだち しんじ 東京フューチャー 8R-2Z

9Rリジョン・チェアパーソン 堺田 明美 さかいだ あけみ 東京蒲田 9R-1Z

10Rリジョン・チェアパーソン 島田 益吉 しまだ ますきち 東京さぎそう 10R-2Z

11Rリジョン・チェアパーソン 吉田 亮一 よしだ りょういち 東京新宿 11R-1Z

12Rリジョン・チェアパーソン 青木 秀茂 あおき ひでしげ 東京吉祥寺 12R-1Z

13Rリジョン・チェアパーソン 東宮 博士 とうみや ひろし 武蔵村山 13R-1Z

14Rリジョン・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

1R-1Zゾーン・チェアパーソン 児玉 金之助 こだま きんのすけ 東京馬場先門 1R-1Z

1R-2Zゾーン・チェアパーソン 神谷 善次 かみや よしつぐ 東京番町 1R-2Z

1R-3Zゾーン・チェアパーソン 𠮷﨑 光男 よしざき みつお 東京葵 1R-3Z

2R-1Zゾーン・チェアパーソン 高島 誠 たかしま まこと 東京平成 2R-1Z

2R-2Zゾーン・チェアパーソン 宇田 英樹 うだ ひでき 東京銀座 2R-2Z

3R-1Zゾーン・チェアパーソン 間明田 勝彦 まみょうだ かつひこ 東京高輪 3R-1Z

3R-2Zゾーン・チェアパーソン 積田 朋子 つみた ともこ 東京霞ヶ関 3R-2Z

3R-3Zゾーン・チェアパーソン 杉原 省吾 すぎはら しょうご 東京ドリーム 3R-3Z

4R-1Zゾーン・チェアパーソン 小野 和江 おの かずえ 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 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 二瓶 光男 にへい みつお 東京亀有 5R-1Z

5R-2Zゾーン・チェアパーソン 後藤 義英 ごとう よしひで 東京江戸川東 5R-2Z

5R-3Zゾーン・チェアパーソン 小川 節子 おがわ せつこ 東京西新井 5R-3Z

6R-1Zゾーン・チェアパーソン 宮井 晴史 みやい せいじ 東京飛翔 6R-1Z

6R-2Zゾーン・チェアパーソン 小野 隆子 おの たかこ 東京上野東 6R-2Z

7R-1Zゾーン・チェアパーソン 西野 泰彦 にしの やすひこ 東京赤羽 7R-1Z

7R-2Zゾーン・チェアパーソン 正宗 実 まさむね みのる 東京板橋西 7R-2Z

7R-3Zゾーン・チェアパーソン 高橋 英明 たかはし ひであき 東京石泉 7R-3Z

8R-1Zゾーン・チェアパーソン 吉井 公明 よしい きみあき 東京池袋 8R-1Z

8R-2Zゾーン・チェアパーソン 葛西 智子 かさい ともこ 東京神楽坂 8R-2Z

9R-1Zゾーン・チェアパーソン 奈須野 慎二 なすの しんじ 東京大森 9R-1Z

9R-2Zゾーン・チェアパーソン 冨樫 誠 とがし まこと 東京レスキュー 9R-2Z

10R-1Zゾーン・チェアパーソン 松浦 辰吉 まつうら たつよし 東京表参道 10R-1Z

10R-2Zゾーン・チェアパーソン 藤村 貞夫 ふじむら さだお 東京三軒茶屋 10R-2Z

11R-1Zゾーン・チェアパーソン 松浦 卓司 まつうら たくじ 東京スバル 11R-1Z

11R-2Zゾーン・チェアパーソン 高山 義章 たかやま よしあき 東京中野 11R-2Z

11R-3Zゾーン・チェアパーソン 杉村 基 すぎむら もとい 東京キング 11R-3Z

12R-1Zゾーン・チェアパーソン 伊藤 一美 いとう かずみ 東京三鷹 12R-1Z

12R-2Zゾーン・チェアパーソン 成岡 圭子 なりおか けいこ 東京町田クレイン 12R-2Z

13R-1Zゾーン・チェアパーソン 大久保 正弘 おおくぼ まさひろ 東京小金井 13R-1Z

13R-2Zゾーン・チェアパーソン 伊藤 勝 いとう まさる 東京田無 13R-2Z

14R-1Zゾーン・チェアパーソン 原田 純子 はらだ じゅんこ 東京八王子高尾 14R-1Z

14R-2Zゾーン・チェアパーソン 山川 英男 やまかわ ひでお 東京青梅 14R-2Z


