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委員会名 L氏名 クラブ名 RZ

GLT指導力育成委員会 委員長 北岡 知子 東京渋谷 10R-1Z

GLT指導力育成委員会 副委員長 窪田 崇人 東京平成 2R-1Z

GLT指導力育成委員会 副委員長 増渕 秀一 東京白門 4R-3Z

GLT指導力育成委員会 副委員長 竹島 秀章 東京飛翔 6R-1Z

GLT指導力育成委員会 副委員長 濵田 憲孝 東京鶯谷 6R-2Z

GLT指導力育成委員会 副委員長 藤本 ユカリ 東京新都心 11R-1Z

GLT指導力育成委員会 副委員長 常盤 聡 東京八王子いちょう 14R-1Z

GLT指導力育成委員会 委員 岩田 隆志 東京銀座 2R-2Z

GLT指導力育成委員会 委員 土橋 圭子 東京荒川西 7R-1Z

GLT指導力育成委員会 委員 佐治 良之輔 東京練馬 7R-3Z

GLT指導力育成委員会 委員 杉山 鉄郎 東京豊新 8R-1Z

GLT指導力育成委員会 委員 栗原 悠輔 東京ウエスト 9R-2Z

GLT指導力育成委員会 委員 太田 珠貴 東京世田谷 10R-2Z

GLT指導力育成委員会 委員 海藤 佑介 東京シティ 10R-2Z

GLT指導力育成委員会 委員 坪坂 有純 東京新宿 11R-1Z

GLT指導力育成委員会 委員 藤田 充宏 東京三鷹 12R-1Z

GLT指導力育成委員会 委員 山田 忠良 東京田無 13R-2Z

GLT指導力育成委員会 委員 本間 吉勝 東京湧水 13R-2Z

GLT指導力育成委員会 委員 髙垣 惠美子 東京八王子高尾 14R-1Z

GLT会則・コンプライアンス委員会 委員長 篠 順三 東京けやき 7R-2Z

GLT会則・コンプライアンス委員会 副委員長 高島 誠 東京平成 2R-1Z

GLT会則・コンプライアンス委員会 副委員長 藤本 英介 東京隅田川 4R-1Z

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

GLT会則・コンプライアンス委員会 副委員長 関 賢司 東京けやき 7R-2Z

GLT会則・コンプライアンス委員会 副委員長 水成 直也 東京ウエスト 9R-2Z

GLT会則・コンプライアンス委員会 委員 三ツ屋 亜美 東京ヒルズ 3R-3Z

GLT青年アカデミー委員会 委員長 押山 憲昭 東京平成 2R-1Z

GLT青年アカデミー委員会 副委員長 阿部 鉄平 東京世田谷 10R-2Z

GLT青年アカデミー委員会 副委員長 塚田 たみ子 東京新宿 11R-1Z

GLT青年アカデミー委員会 副委員長 栗栖 秀明 東京八王子中央 14R-1Z

GLT青年アカデミー委員会 委員 堀田 和宏 東京葵 1R-3Z

GLT青年アカデミー委員会 委員 青木 禎斉 東京蒼天 1R-3Z

GLT青年アカデミー委員会 委員 山﨑 紀子 東京柳橋 2R-1Z

GLT青年アカデミー委員会 委員 柿澤 幸絵 東京江東南 4R-2Z

GLT青年アカデミー委員会 委員 浜井 啓介 東京江戸川東 5R-2Z

GLT青年アカデミー委員会 委員 古谷 義範 東京石泉 7R-3Z

GLT青年アカデミー委員会 委員 佐藤 裕美 東京サンシャイン 8R-1Z

GLT青年アカデミー委員会 委員 清水 ゆきの 東京世田谷 10R-2Z

GLT青年アカデミー委員会 委員 栗原 真理子 東京キング 11R-3Z

GLT青年アカデミー委員会 委員 宮 絹代 東京キング 11R-3Z

GLT青年アカデミー委員会 アドバイザー 戸部 研一 東京数寄屋橋 2R-1Z

GLT青年アカデミー委員会 アドバイザー 坪谷 茂 東京平成 2R-1Z

GLT青年アカデミー委員会 アドバイザー 進藤 義夫 東京世田谷 10R-2Z
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GMT会員増強委員会 委員長 渡部 竜二 東京葛飾東 5R-1Z

GMT会員増強委員会 副委員長 柳井 龍彦 東京銀座 2R-2Z

GMT会員増強委員会 副委員長 大森 光徳 東京綾瀬 5R-1Z

GMT会員増強委員会 副委員長 曽我 幸弘 東京石泉 7R-3Z

GMT会員増強委員会 副委員長 いのまた 美き 東京ウィル 7R-3Z

GMT会員増強委員会 副委員長 真尾 信二 東京豊島 8R-1Z

GMT会員増強委員会 副委員長 大里 堅 東京渋谷 10R-1Z

GMT会員増強委員会 副委員長 泊 正重 東京スバル 11R-1Z

GMT会員増強委員会 副委員長 松本 万紀 東京八王子いちょう 14R-1Z

GMT会員増強委員会 委員 高見 久子 東京一ツ橋 1R-2Z

GMT会員増強委員会 委員 佐藤 聖士 東京尾張町 2R-1Z

GMT会員増強委員会 委員 小井土 直樹 東京新橋 3R-1Z

GMT会員増強委員会 委員 竹内 敬雄 東京白門 4R-3Z

GMT会員増強委員会 委員 志村 康男 東京綾瀬 5R-1Z

GMT会員増強委員会 委員 田中 大樹 東京つばき 5R-3Z

GMT会員増強委員会 委員 堀口 泰佑 東京つばき 5R-3Z

GMT会員増強委員会 委員 室田 真吾 東京つばき 5R-3Z

GMT会員増強委員会 委員 海野 美津雄 東京鶯谷 6R-2Z

GMT会員増強委員会 委員 竹田 雅之 東京上野東 6R-2Z

GMT会員増強委員会 委員 岩城 光悟 東京羽田 9R-1Z

GMT会員増強委員会 委員 山崎 克也 東京ウエスト 9R-2Z

GMT会員増強委員会 委員 中村 豪志 東京渋谷 10R-1Z

GMT会員増強委員会 委員 河津 延樹 東京自由が丘 10R-2Z

GMT会員増強委員会 委員 小川 まなぶ 東京スバル 11R-1Z

GMT会員増強委員会 委員 本田 恵一 東京中野 11R-2Z

GMT会員増強委員会 委員 横溝 秀明 東京吉祥寺 12R-1Z

GMT会員増強委員会 委員 増田 健一 東京国立 13R-1Z

GMT会員増強委員会 委員 笹川 邦子 東京清瀬 13R-2Z

GMTエクステンション委員会 委員長 柴田 幸太朗 東京光が丘 7R-3Z

GMTエクステンション委員会 副委員長 松戸 健周 東京桜田門 1R-2Z

GMTエクステンション委員会 副委員長 髙橋 秀人 東京紀尾井町 1R-2Z

GMTエクステンション委員会 副委員長 栗林 正次 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 東京赤羽 7R-1Z

GMTエクステンション委員会 副委員長 葛西 智子 東京神楽坂 8R-2Z

GMTエクステンション委員会 副委員長 太田 章文 東京桑都 14R-1Z

GMTエクステンション委員会 委員 松葉 健 東京 1R-1Z

GMTエクステンション委員会 委員 設楽 彩子 東京紀尾井町 1R-2Z

GMTエクステンション委員会 委員 土田 武 東京紀尾井町 1R-2Z

GMTエクステンション委員会 委員 塩澤 元基 東京みやこ 2R-1Z

GMTエクステンション委員会 委員 遠藤 隆浩 東京亀有 5R-1Z

GMTエクステンション委員会 委員 稲葉 常治 東京葛飾東 5R-1Z

GMTエクステンション委員会 委員 水野 素子 東京江戸川中央 5R-2Z

GMTエクステンション委員会 委員 加藤 六代 東京ウィル 7R-3Z

GMTエクステンション委員会 委員 安藤 英雄 東京八王子中央 14R-1Z

GMTエクステンション委員会 アドバイザー 朝夷 弘一 東京綾瀬 5R-1Z

GMTエクステンション委員会 アドバイザー 川俣 貴三雄 東京吉祥寺 12R-1Z

GMTエクステンション委員会 アドバイザー 伊藤 勝 東京田無 13R-2Z
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GMTクラブ活性化・シニアフレンドシップ委員会 委員長 小方 一博 東京八王子いちょう 14R-1Z

GMTクラブ活性化・シニアフレンドシップ委員会 副委員長 小野 伸二郎 東京数寄屋橋 2R-1Z

GMTクラブ活性化・シニアフレンドシップ委員会 副委員長 塚松 卓也 東京山王 2R-1Z

GMTクラブ活性化・シニアフレンドシップ委員会 副委員長 林 敦美 東京ヒルズ 3R-3Z

GMTクラブ活性化・シニアフレンドシップ委員会 副委員長 田中 真作 東京ウエスト 9R-2Z

GMTクラブ活性化・シニアフレンドシップ委員会 副委員長 西野 貢右 東京八王子高尾 14R-1Z

GMTクラブ活性化・シニアフレンドシップ委員会 委員 田上 敏 東京葵 1R-3Z

GMTクラブ活性化・シニアフレンドシップ委員会 委員 三浦 康二 東京柳橋 2R-1Z

GMTクラブ活性化・シニアフレンドシップ委員会 委員 小宮 一哲 東京数寄屋橋 2R-1Z

GMTクラブ活性化・シニアフレンドシップ委員会 委員 廣田 晴美 東京銀座 2R-2Z

GMTクラブ活性化・シニアフレンドシップ委員会 委員 河野 伸孝 東京ヒルズ 3R-3Z

GMTクラブ活性化・シニアフレンドシップ委員会 委員 柴田 朝陽 東京けやき 7R-2Z

GMTクラブ活性化・シニアフレンドシップ委員会 委員 齋藤 駿介 東京ウエスト 9R-2Z

GMTクラブ活性化・シニアフレンドシップ委員会 委員 緒方 裕一 東京大江戸 11R-3Z

GMTクラブ活性化・シニアフレンドシップ委員会 委員 嶋田 徳彦 東京八王子中央 14R-1Z

GMTクラブ活性化・シニアフレンドシップ委員会 アドバイザー 荒木 貞雄 東京石泉 7R-3Z

GMTクラブ活性化・シニアフレンドシップ委員会 アドバイザー 小松 隆浩 東京吉祥寺 12R-1Z

GMTクラブ活性化・シニアフレンドシップ委員会 アドバイザー 長谷山 勝美 東京湧水 13R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員長 小山 俊一 東京数寄屋橋 2R-1Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 副委員長 後藤 義英 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 堺田 明美 東京蒲田 9R-1Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 副委員長 小泉 重光 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 萩原 俊長 東京シティ 10R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 副委員長 林 潤 東京スバル 11R-1Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 副委員長 福島 俊郎 東京小金井 13R-1Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 石隈 和雄 東京番町 1R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 本間 弘明 東京番町 1R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 比企 利光 東京数寄屋橋 2R-1Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 柴田 美保 東京並木通 2R-1Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 遠藤 啓之 東京銀座 2R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 小林 眞理子 東京メディカル 2R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 兵藤 ゆうこ 東京麻布 3R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 古越 裕章 東京麻布 3R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 池田 幸司 東京神宮 3R-3Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 大石 美穂 東京ヒルズ 3R-3Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 下東 由朋 東京ヒルズ 3R-3Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 中島 喜弘 東京ヒルズ 3R-3Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 石渡 幸雄 東京江東南 4R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 高橋 淳 東京江戸川 5R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 早川 裕美 東京江戸川南 5R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 松本 朋治 東京上野南 6R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 田中 喜芳 東京石泉 7R-3Z

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

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 杉原 康史 東京渋谷 10R-1Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 斎藤 アンジュ 玉藻東京スバル 11R-1Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 田口 善彦 東京中野 11R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 花堂 浩一 東京中野 11R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 委員 髙橋 雅人 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 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 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 東京玉川 10R-2Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 アドバイザー 吉田 亮一 東京新宿 11R-1Z

GST社会福祉・障がい者支援委員会 アドバイザー 飯沢 宗光 東京八王子いちょう 14R-1Z

3 / 9 ページ



330-A地区委員会 2022/9/5現在

委員会名 L氏名 クラブ名 RZ

GST環境保全委員会 委員長 和﨑 健治 東京練馬 7R-3Z

GST環境保全委員会 副委員長 中川 喜美枝 東京ピース 1R-2Z

GST環境保全委員会 副委員長 杉谷 洋二 東京文化 6R-1Z

GST環境保全委員会 副委員長 中田 信也 東京石泉 7R-3Z

GST環境保全委員会 副委員長 小林 二郎 東京吉祥寺 12R-1Z

GST環境保全委員会 委員 山口 晃 東京番町 1R-2Z

GST環境保全委員会 委員 児玉 達彦 東京蒼天 1R-3Z

GST環境保全委員会 委員 浦田 拳一 東京文化 6R-1Z

GST環境保全委員会 委員 榛葉 孝平 東京赤羽 7R-1Z

GST環境保全委員会 委員 井上 宙史 東京飯田橋 8R-2Z

GST環境保全委員会 委員 林 俊輔 東京八王子陵東 14R-1Z

GST環境保全委員会 アドバイザー 小林 正治 東京立川 13R-1Z

GST献血・骨髄移植委員会 委員長 大久保 英彦 東京白門 4R-3Z

GST献血・骨髄移植委員会 副委員長 佐囲東 隆 東京一ツ橋 1R-2Z

GST献血・骨髄移植委員会 副委員長 本杉 達哉 東京数寄屋橋 2R-1Z

GST献血・骨髄移植委員会 副委員長 松村 正澄 東京調布 12R-1Z

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

GST献血・骨髄移植委員会 委員 前田 志保 東京蒼天 1R-3Z

GST献血・骨髄移植委員会 委員 鈴木 葉子 東京カレー 3R-1Z

GST献血・骨髄移植委員会 委員 大和田 尚子 東京赤坂 3R-3Z

GST献血・骨髄移植委員会 委員 吉原 義智 東京江戸川中央 5R-2Z

GST献血・骨髄移植委員会 委員 絵面 幸雄 東京上野 6R-2Z

GST献血・骨髄移植委員会 委員 新井 清子 東京ウィル 7R-3Z

GST献血・骨髄移植委員会 委員 宮入 正陽 東京マリア 7R-3Z

GST献血・骨髄移植委員会 委員 清水 雄二 東京豊新 8R-1Z

GST献血・骨髄移植委員会 委員 長瀬 功依 東京荏原 9R-1Z

GST献血・骨髄移植委員会 委員 向江 光平 東京シティ 10R-2Z

GST献血・骨髄移植委員会 委員 北見 正雄 東京三軒茶屋 10R-2Z

GST献血・骨髄移植委員会 委員 田中 勉 東京小金井 13R-1Z

GST献眼・献腎委員会 委員長 椿 佳生子 東京麻布 3R-2Z

GST献眼・献腎委員会 副委員長 福井 清太 東京葵 1R-3Z

GST献眼・献腎委員会 副委員長 山本 憲一 東京文化 6R-1Z

GST献眼・献腎委員会 副委員長 小川 初枝 東京調布 12R-1Z

GST献眼・献腎委員会 副委員長 大鷲 和貴 東京昭島 13R-1Z

GST献眼・献腎委員会 副委員長 青山 正 東京八王子陵東 14R-1Z

GST献眼・献腎委員会 委員 佐藤 隆造 東京馬場先門 1R-1Z

GST献眼・献腎委員会 委員 田子 智志 東京葵 1R-3Z

GST献眼・献腎委員会 委員 高畑 一彦 東京蒼天 1R-3Z

GST献眼・献腎委員会 委員 新田 尚志 東京麻布 3R-2Z

GST献眼・献腎委員会 委員 新渕 伸也 東京江東南 4R-2Z

GST献眼・献腎委員会 委員 天辰 裕晶 東京江戸川 5R-2Z

GST献眼・献腎委員会 委員 大類 雅之 東京江戸川中央 5R-2Z

GST献眼・献腎委員会 委員 磯崎 一洋 東京文化 6R-1Z

GST献眼・献腎委員会 委員 矢部 要 東京羽村 14R-2Z

GST献眼・献腎委員会 アドバイザー 戸田 一郎 東京麻布 3R-2Z

GST献眼・献腎委員会 アドバイザー 峰村 篤 東京江戸川中央 5R-2Z

GST献眼・献腎委員会 アドバイザー 橋本 光祥 東京豊新 8R-1Z
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GST青少年健全育成委員会 委員長 佐藤 泰治 東京新世紀 2R-2Z

GST青少年健全育成委員会 副委員長 公文 宏寿 東京蒼天 1R-3Z

GST青少年健全育成委員会 副委員長 島田 芳子 東京亀有 5R-1Z

GST青少年健全育成委員会 副委員長 千田 達也 東京綾瀬 5R-1Z

GST青少年健全育成委員会 副委員長 浜田 祐介 東京江戸川中央 5R-2Z

GST青少年健全育成委員会 副委員長 藤田 優子 東京江戸川中央 5R-2Z

GST青少年健全育成委員会 副委員長 後藤 登 東京武蔵野 12R-1Z

GST青少年健全育成委員会 委員 瀬戸口 正之 東京葵 1R-3Z

GST青少年健全育成委員会 委員 小林 大祐 東京蒼天 1R-3Z

GST青少年健全育成委員会 委員 井上 麻衣 東京つばき 5R-3Z

GST青少年健全育成委員会 委員 奥田 麻奈美 東京つばき 5R-3Z

GST青少年健全育成委員会 委員 木下 榮弘 東京荒川西 7R-1Z

GST青少年健全育成委員会 委員 山口 和彦 東京秋川 14R-2Z

GST青少年健全育成委員会 アドバイザー 峰村 篤 東京江戸川中央 5R-2Z

GST青少年健全育成委員会 アドバイザー 梶 正明 東京羽村 14R-2Z

GSTレオ・ライオンズクエスト委員会 委員長 岩﨑 盛司 東京八王子中央 14R-1Z

GSTレオ・ライオンズクエスト委員会 副委員長 林 秀行 東京三鷹 12R-1Z

GSTレオ・ライオンズクエスト委員会 副委員長 中嶋 徹治 東京吉祥寺 12R-1Z

GSTレオ・ライオンズクエスト委員会 副委員長 平山 和克 東京国立 13R-1Z

GSTレオ・ライオンズクエスト委員会 副委員長 中原 信之 東京八王子中央 14R-1Z

GSTレオ・ライオンズクエスト委員会 委員 熊倉 智光 東京綾瀬 5R-1Z

GSTレオ・ライオンズクエスト委員会 委員 宮内 啓文 東京石泉 7R-3Z

GSTレオ・ライオンズクエスト委員会 委員 松竹 諭規男 東京セイシン 8R-2Z

GSTレオ・ライオンズクエスト委員会 委員 川野 義範 東京大江戸 11R-3Z

GSTレオ・ライオンズクエスト委員会 アドバイザー 荻野 真由美 東京亀有 5R-1Z

GSTレオ・ライオンズクエスト委員会 アドバイザー 松尾 和英 東京五反田 9R-2Z

GSTレオ・ライオンズクエスト委員会 アドバイザー 小林 伸光 東京吉祥寺 12R-1Z

GST薬物乱用防止委員会 委員長 根津 万寿夫 東京石泉 7R-3Z

GST薬物乱用防止委員会 副委員長 丸井 一弘 東京蒼天 1R-3Z

GST薬物乱用防止委員会 副委員長 荒岡 崇一 東京葛飾 5R-1Z

GST薬物乱用防止委員会 副委員長 吉川 研司 東京葛飾東 5R-1Z

GST薬物乱用防止委員会 副委員長 永浜 静江 東京ウィル 7R-3Z

GST薬物乱用防止委員会 委員 五十嵐 鉄平 東京葵 1R-3Z

GST薬物乱用防止委員会 委員 鈴木 孝 東京江戸川東 5R-2Z

GST薬物乱用防止委員会 委員 金子 雄一 東京荒川西 7R-1Z

GST薬物乱用防止委員会 委員 石田 眞由美 東京けやき 7R-2Z

GST薬物乱用防止委員会 委員 常宗 孝史 東京けやき 7R-2Z

GST薬物乱用防止委員会 委員 國吉 崇之 東京光が丘 7R-3Z

GST薬物乱用防止委員会 委員 丸山 晶子 東京ウィル 7R-3Z

GST薬物乱用防止委員会 委員 高橋 摩衣子 東京マリア 7R-3Z

GST薬物乱用防止委員会 委員 田中 貴之 東京マリア 7R-3Z

GST薬物乱用防止委員会 委員 村上 誠 東京羽田 9R-1Z

GST薬物乱用防止委員会 委員 冨田 大介 東京渋谷 10R-1Z

GST薬物乱用防止委員会 委員 神田 博則 東京新宿 11R-1Z

GST薬物乱用防止委員会 委員 星野 新一 東京中野 11R-2Z

GST薬物乱用防止委員会 委員 松井 威人 東京中野 11R-2Z

GST薬物乱用防止委員会 委員 富士 智 東京吉祥寺 12R-1Z

GST薬物乱用防止委員会 委員 山口 貴久 東京吉祥寺 12R-1Z

GST薬物乱用防止委員会 委員 東宮 博士 武蔵村山 13R-1Z

GST薬物乱用防止委員会 委員 橋本 秀一 東京八王子陵東 14R-1Z
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GST緊急対策・アラート委員会 委員長 根岸 久美子 東京上野南 6R-2Z

GST緊急対策・アラート委員会 副委員長 廣瀬 譲 東京ヒルズ 3R-3Z

GST緊急対策・アラート委員会 副委員長 小林 淳 東京石泉 7R-3Z

GST緊急対策・アラート委員会 副委員長 高根澤 輝之 東京セイシン 8R-2Z

GST緊急対策・アラート委員会 副委員長 清家 端 東京ウエスト 9R-2Z

GST緊急対策・アラート委員会 副委員長 髙橋 昌幸 東京新都心 11R-1Z

GST緊急対策・アラート委員会 副委員長 市岡 隆志 東京府中 12R-1Z

GST緊急対策・アラート委員会 副委員長 樋口 昇 東京町田クレイン 12R-2Z

GST緊急対策・アラート委員会 副委員長 中原 弘之 東京福生 14R-2Z

GST緊急対策・アラート委員会 委員 小川 裕司 東京紀尾井町 1R-2Z

GST緊急対策・アラート委員会 委員 上村 美由紀 東京葵 1R-3Z

GST緊急対策・アラート委員会 委員 梅津 琢磨 東京葵 1R-3Z

GST緊急対策・アラート委員会 委員 仲 眞美子 東京銀座 2R-2Z

GST緊急対策・アラート委員会 委員 伊勢崎 禎也 東京江戸川南 5R-2Z

GST緊急対策・アラート委員会 委員 宮井 晴史 東京飛翔 6R-1Z

GST緊急対策・アラート委員会 委員 下田 守広 東京石泉 7R-3Z

GST緊急対策・アラート委員会 委員 金子 敦生 東京大森 9R-1Z

GST緊急対策・アラート委員会 委員 石川 味季 東京荏原 9R-1Z

GST緊急対策・アラート委員会 委員 大原 泉 東京渋谷 10R-1Z

GST緊急対策・アラート委員会 委員 丘野 雅彦 東京新宿 11R-1Z

GST緊急対策・アラート委員会 委員 柿澤 美貴 東京21世紀 11R-1Z

GST緊急対策・アラート委員会 委員 長谷川 達朗 東京キング 11R-3Z

GST緊急対策・アラート委員会 委員 恩田 志保 東京八王子いちょう 14R-1Z

GST緊急対策・アラート委員会 委員 中村 三奈 東京八王子陵東 14R-1Z

GST緊急対策・アラート委員会 委員 大和田 正樹 東京羽村 14R-2Z

GST緊急対策・アラート委員会 アドバイザー 野村 起成 東京五反田 9R-2Z

FWTスペシャルティクラブ・FWT委員会 委員長 牧島 よしみ 東京イースト 6R-2Z

FWTスペシャルティクラブ・FWT委員会 副委員長 湯沢 久美子 東京光が丘 7R-3Z

FWTスペシャルティクラブ・FWT委員会 副委員長 長尾 ゆかり 東京神楽坂 8R-2Z

FWTスペシャルティクラブ・FWT委員会 副委員長 山本 和 東京田無 13R-2Z

FWTスペシャルティクラブ・FWT委員会 委員 萩原 瞳 東京番町 1R-2Z

FWTスペシャルティクラブ・FWT委員会 委員 大田 佳子 東京銀座 2R-2Z

FWTスペシャルティクラブ・FWT委員会 委員 榊原 恵子 東京赤坂 3R-3Z

FWTスペシャルティクラブ・FWT委員会 委員 北澤 博子 東京隅田川 4R-1Z

FWTスペシャルティクラブ・FWT委員会 委員 千田 康子 東京ウィル 7R-3Z

LCIF委員会 委員長 大久保 正弘 東京小金井 13R-1Z

LCIF委員会 副委員長 髙橋 のり子 東京尾張町 2R-1Z

LCIF委員会 副委員長 天間 勝治 東京虎ノ門 3R-2Z

LCIF委員会 副委員長 小泉 宗孝 東京城東 4R-2Z

LCIF委員会 副委員長 湯田 啓一 東京セントポール 4R-3Z

LCIF委員会 副委員長 橋本 源則 東京葛飾東 5R-1Z

LCIF委員会 副委員長 宮本 慶文 東京荒川西 7R-1Z

LCIF委員会 副委員長 大塚 公彦 東京セイシン 8R-2Z

LCIF委員会 副委員長 伊原 毅 東京蒲田 9R-1Z

LCIF委員会 副委員長 梶原 利文 東京成城 10R-2Z

LCIF委員会 副委員長 堀口 昭子 東京成城 10R-2Z

LCIF委員会 副委員長 中西 徹 東京新宿 11R-1Z

LCIF委員会 副委員長 戸田 周良 東京町田 12R-2Z

LCIF委員会 副委員長 大塚 英夫 東京横田 13R-1Z

LCIF委員会 副委員長 原田 純子 東京八王子高尾 14R-1Z

LCIF委員会 委員 越村 義雄 東京銀座 2R-2Z

LCIF委員会 委員 望月 慎之助 東京新宿 11R-1Z

LCIF委員会 委員 渡邊 寛士 東京小金井 13R-1Z

LCIF委員会 アドバイザー 伊賀 則夫 東京葵 1R-3Z

LCIF委員会 アドバイザー 井桁 秀夫 東京江戸川南 5R-2Z
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PR広報委員会 委員長 桂 太郎 東京世田谷 10R-2Z

PR広報委員会 副委員長 茂岡 幹弥 東京白門 4R-3Z

PR広報委員会 副委員長 三代 勝之 東京スバル 11R-1Z

PR広報委員会 委員 堀江 昇太 東京柳橋 2R-1Z

PR広報委員会 委員 小倉 左羅 東京ウィル 7R-3Z

PR広報委員会 委員 小泉 邦明 東京飯田橋 8R-2Z

PR広報委員会 委員 石川 ナオミ 東京さぎそう 10R-2Z

PR広報委員会 委員 鈴木 郁朗 東京新宿 11R-1Z

PR広報委員会 アドバイザー 荒牧 知子 東京 1R-1Z

PR広報委員会 アドバイザー 佐藤 聖士 東京尾張町 2R-1Z

PR広報委員会 アドバイザー 向井 忠義 東京小金井 13R-1Z

PRメディア制作委員会 委員長 吉岡 晋 東京けやき 7R-2Z

PRメディア制作委員会 副委員長 河田 淳一 東京平成 2R-1Z

PRメディア制作委員会 副委員長 藤田 紘子 東京ヒルズ 3R-3Z

PRメディア制作委員会 副委員長 赤尾 嘉晃 東京豊新 8R-1Z

PRメディア制作委員会 委員 吉田 拓矢 東京蒼天 1R-3Z

PRメディア制作委員会 委員 海沼 潤 東京柳橋 2R-1Z

PR SNS対策委員会 委員長 小野 健志 東京ピース 1R-2Z

PR SNS対策委員会 副委員長 大和田 博道 東京葵 1R-3Z

PR SNS対策委員会 副委員長 石橋 卓磨 東京稲門 1R-3Z

PR SNS対策委員会 副委員長 石田 賢 東京三鷹 12R-1Z

PR SNS対策委員会 委員 山本 元気 東京調布 12R-1Z

PR SNS対策委員会 アドバイザー 坪坂 有純 東京新宿 11R-1Z

IR YCE委員会 委員長 氷田 孝 東京蒼天 1R-3Z

IR YCE委員会 副委員長 大澤 裕介 東京山王 2R-1Z

IR YCE委員会 副委員長 伊藤 弘美 東京ウィル 7R-3Z

IR YCE委員会 副委員長 髙橋 長生 東京レスキュー 9R-2Z

IR YCE委員会 委員 一ノ瀬 健太 東京文化 6R-1Z

IR YCE委員会 委員 松村 憲 東京北 7R-1Z

IR YCE委員会 委員 中尾 美佐男 東京けやき 7R-2Z

IR YCE委員会 委員 千葉 信一郎 東京渋谷 10R-1Z

IR YCE委員会 委員 横田 太 東京世田谷 10R-2Z

IR YCE委員会 委員 今井 杏羽子 東京新宿 11R-1Z

IR YCE委員会 委員 市川 妙英 東京スバル 11R-1Z

IR YCE委員会 委員 工藤 巨樹 東京八王子高尾 14R-1Z

IR YCE委員会 アドバイザー 高木 千明 東京豊新 8R-1Z

IR国際大会委員会 委員長 池田 重雄 東京富士スカイ 7R-2Z

IR国際大会委員会 副委員長 前川 薫 東京ピース 1R-2Z

IR国際大会委員会 副委員長 佐原 幸雄 東京みやこ 2R-1Z

IR国際大会委員会 副委員長 茅野 雅弘 東京文化 6R-1Z

IR国際大会委員会 副委員長 小倉 豊 東京ウエスト 9R-2Z

IR国際大会委員会 副委員長 小川 清正 東京渋谷 10R-1Z

IR国際大会委員会 委員 金 炫雄 東京葵 1R-3Z

IR国際大会委員会 委員 黒井 朝久 東京尾張町 2R-1Z

IR国際大会委員会 委員 黒岩 貴 東京麻布 3R-2Z

IR国際大会委員会 委員 嶋田 誠幸 東京赤坂 3R-3Z

IR国際大会委員会 委員 高橋 美恵子 東京文化 6R-1Z

IR国際大会委員会 委員 佐野 友隆 東京富士スカイ 7R-2Z

IR国際大会委員会 委員 金岡 世潤 東京巣鴨 8R-2Z

IR国際大会委員会 委員 石野 泰伸 東京しいの木 11R-2Z

IR国際大会委員会 委員 矢沢 きよみ 東京町田 12R-2Z

IR国際大会委員会 アドバイザー 御厨 正敬 東京江戸川東 5R-2Z

IR国際大会委員会 アドバイザー 吉橋 すみれ 東京渋谷 10R-1Z
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IR国際協調・アジア友好委員会 委員長 森山 泰文 東京立川 13R-1Z

IR国際協調・アジア友好委員会 副委員長 追原 篤男 東京 1R-1Z

IR国際協調・アジア友好委員会 副委員長 松浦 卓司 東京スバル 11R-1Z

IR国際協調・アジア友好委員会 副委員長 野口 亮司 東京武蔵野 12R-1Z

IR国際協調・アジア友好委員会 副委員長 内川 一之 東京立川 13R-1Z

IR国際協調・アジア友好委員会 副委員長 柏原 義明 東京八王子陵東 14R-1Z

IR国際協調・アジア友好委員会 委員 新井 寛一 東京一ツ橋 1R-2Z

IR国際協調・アジア友好委員会 委員 須藤 雅明 東京カレー 3R-1Z

IR国際協調・アジア友好委員会 委員 五十嵐 隆之 東京練馬西 7R-3Z

IR国際協調・アジア友好委員会 委員 及川 英知 東京セイシン 8R-2Z

IR国際協調・アジア友好委員会 委員 川口 学 東京羽田 9R-1Z

IR国際協調・アジア友好委員会 委員 島根 健次 東京新宿 11R-1Z

IR国際協調・アジア友好委員会 委員 斎藤 恵美子 東京スバル 11R-1Z

IR国際協調・アジア友好委員会 委員 伊藤 芳康 東京中野 11R-2Z

IR国際協調・アジア友好委員会 委員 梅若 和子 東京中野 11R-2Z

IR国際協調・アジア友好委員会 委員 古山 雄一 東京秋川 14R-2Z

IR国際協調・アジア友好委員会 アドバイザー 泊 正重 東京スバル 11R-1Z

法人運営サポート委員会 委員長 山本 康弘 東京世田谷 10R-2Z

法人運営サポート委員会 副委員長 権藤 理俊 東京数寄屋橋 2R-1Z

法人運営サポート委員会 副委員長 中野 克行 東京数寄屋橋 2R-1Z

法人運営サポート委員会 副委員長 田中 貴一 東京江東南 4R-2Z

法人運営サポート委員会 副委員長 岩村 浩秀 東京豊新 8R-1Z

法人運営サポート委員会 委員 池田 和司 東京桜門 4R-3Z

法人運営サポート委員会 委員 吉田 なつみ 東京桜門 4R-3Z

法人運営サポート委員会 委員 横山 莊司 東京練馬 7R-3Z

法人運営サポート委員会 アドバイザー 伊賀 保夫 東京ピース 1R-2Z

法人運営サポート委員会 アドバイザー 脇村 孝友 東京晴海 2R-1Z

法人運営サポート委員会 アドバイザー 大石 誠 東京数寄屋橋 2R-1Z

法人運営サポート委員会 アドバイザー 進藤 義夫 東京世田谷 10R-2Z

法人運営サポート委員会 アドバイザー 竹本 裕美 東京新宿東 11R-3Z

選挙管理委員会 委員長 脇村 孝友 東京晴海 2R-1Z

選挙管理委員会 副委員長 清口 猛 東京深川 4R-2Z

選挙管理委員会 副委員長 荻野 桂一 東京神楽坂 8R-2Z

選挙管理委員会 副委員長 宇田川 直子 東京中野 11R-2Z

選挙管理委員会 副委員長 矢口 実 東京早稲田 11R-3Z

選挙管理委員会 委員 窪村 幸子 東京ウィル 7R-3Z

選挙管理委員会 委員 山﨑 規正 東京小平 13R-2Z

選挙管理委員会 アドバイザー 古川 竜也 東京キング 11R-3Z

第69回年次大会委員会 委員長 塩月 藤太郎 東京田無 13R-2Z

第69回年次大会委員会 副委員長 山口 軍次 東京番町 1R-2Z

第69回年次大会委員会 副委員長 知野 秀雄 東京晴海 2R-1Z

第69回年次大会委員会 副委員長 佐原 幸雄 東京みやこ 2R-1Z

第69回年次大会委員会 委員 藤井 良一 東京江東南 4R-2Z

第69回年次大会委員会 委員 菱岡 敏光 東京浅草 6R-1Z

第69回年次大会委員会 委員 星野 宏一 東京光が丘 7R-3Z

第69回年次大会委員会 委員 野々 晴久 東京玉川 10R-2Z

第69回年次大会委員会 アドバイザー 梶原 正和 東京小金井 13R-1Z

短期ビジョン委員会 委員長 阿部 かな子 東京ピース 1R-2Z

入札検討プロジェクトチーム リーダー 関 飛雄一 東京昭島 13R-1Z

入札検討プロジェクトチーム 副リーダー 阪本 真路 東京紀尾井町 1R-2Z

入札検討プロジェクトチーム メンバー 鈴木 昭雄 東京カレー 3R-1Z

入札検討プロジェクトチーム メンバー 柏原 豪 東京文化 6R-1Z

入札検討プロジェクトチーム メンバー 川口 展満 東京昭島 13R-1Z

入札検討プロジェクトチーム アドバイザー 大城 満 東京セントラル代官山 10R-1Z
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クラブ友好チーム リーダー 梶原 正和 東京小金井 13R-1Z

クラブ友好チーム メンバー 知野 秀雄 東京晴海 2R-1Z

クラブ友好チーム メンバー 鹿野 祥誠 東京数寄屋橋 2R-1Z

クラブ友好チーム メンバー 前田 由雄 東京新橋 3R-1Z

クラブ友好チーム メンバー 福田 守弘 東京芝 3R-1Z

クラブ友好チーム メンバー 大鳥 嘉信 東京葛飾東 5R-1Z

クラブ友好チーム メンバー 佐々木 重行 東京江戸川 5R-2Z

クラブ友好チーム メンバー 菱岡 敏光 東京浅草 6R-1Z

クラブ友好チーム メンバー 高木 千明 東京豊新 8R-1Z

クラブ友好チーム メンバー 浅野 有司 東京巣鴨 8R-2Z

クラブ友好チーム メンバー 西山 和範 東京世田谷 10R-2Z

クラブ友好チーム メンバー 伊藤 勝 東京田無 13R-2Z

クラブ友好チーム メンバー 清水 昭洋 東京田無 13R-2Z

クラブ友好チーム メンバー 佐藤 久牧 東京八王子陵東 14R-1Z

クラブ友好チーム メンバー 梶 正明 東京羽村 14R-2Z
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