
関東支部　（45名） 支部長　  斎藤 拓

副支部長  赤坂 修一  川添 真幸 ○河原 成元  山口 健

（4名）

幹　事  青山 充教
 ｱｼｮｶ・ｸﾏﾙ・

ｶﾙﾓｶﾙ
 網野 直也  石井 崇史  伊藤 修二  井之上 卓央  井上 元博

（40名） ○宇都木 宏之  浦木 康光  岡部 恭芳  小川 哲功  加藤 進一  河合 武司  小松 智幸

○末安 知昌  鈴木 裕  竹中 克彦 ○茶端 洋平  常盤 哲司 ○戸知 光喜  中嶋 健

中村 勉  鍋島 理  西岡 麻依子 西谷 要介  西辻 祥太郎  長谷川 研二 ○濱中 到

平賀 博之  平原 英俊 ○深澤 清文 古川 英光  棟田 明博 ○望月 裕輔 ○八巻 大輔

山﨑 聡  山本 吉幸 吉村 務 ○渡邊 智子 ○渡辺 延由

東海支部　（35名） 支部長　 ○高松 成亮

副支部長 ○岡本 正巳  隠塚 裕之 ○川治 信介  山本 勝宏

（4名）

常任幹事  伊津野 真一 ○内山 隆司 　大平 信一  北冨 孝幸  久保 雅敬 栗栖 研吾  小瀬 真一郎

（20名）  近藤 新一  鈴木 壮二郎  高取 永一 ○竹山 可大  田中 了司  野村 健二  野呂 篤史

 福島 康宏  福森 健三  皆川 達 ○守谷 せいら  山田 浩之 ○吉田 周

幹　事 ○浅野 覚 ○江坂 昌巳  小野 伸之 ○佐藤 光彦 ○島村 佳伸 〇鈴木 守  服部 剛

（11名） ○姫野 陽治 松永 正美 ○三輪 洋平 ○村上 正治

関西支部　（52名） 支部長 ○長谷 朝博

副支部長 ○青山 泰三  松本 恭一 ○南 秀人  渡邉 順司

（5名）

常任幹事  池田 裕子 ○市野 智之  一角 泰彦 　 内海 隆之 ○小川 龍太郎  尾崎 太郎  木村 昌義

（24名）  後藤 慎一郎 ○坂口 祐美  佐藤 絵理子 ○重村 泰広 ○杉田 智明  土屋 大樹 〇土井 迪子

 徳満 勝久  西  勝志  西野 孝 ○日置 亜也子 百武 健一郎 ○平松 孝治 〇宮崎 秀行

○森岡 伸夫  山野 不二男  吉原 良太

幹　事 ○浅野 邦雄 ○石川 覚志  岩蕗 仁  浦山 健治 ○大賀 繁人  大坂 昇  大槻 和徳

（22名） 岡田 豊彦 ○岡本 浩二  小川 紘輝 ○嘉戸 睦生 北川 紀樹  斉藤 道生  坂井 亙

○竹内 俊哉 ○谷脇 勇輝  名井 義和 ○中澤 慶久 ○平野 寛  松本 章一 ○安田 裕明

山下 義裕

九州支部　（30名） 支部長　 ○西村 伸

副支部長 ○稲富 淳  渡邊 勝宏

（2名）

幹　事 ○伊東 優  笈木 宏和 ○大北 洋平  河岡 日出夫 ○川手 渚  河野 伸吾  小椎尾 謙

（27名） 小柳 茂直  斎藤 俊裕 ○高嶋 智史  立畠 達夫  田中 敬二  都留 勝  藤 道治

〇蓮尾 東海  姫野 成以子 平川 靖之  藤原 広匡  古川 睦久  古達 浩史  本多 時康

○桝屋 亮  村上 裕人 ○矢ヶ部 正博  山口 昭典 ○𠮷海 和正  脇坂 政幸

○－新任
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