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No. 氏名 カナ 2016年度役職 2016年度所属

1 松宮　吾朗 ﾏﾂﾐﾔ　ｺﾞﾛｳ 理事長

2 足立　雅也 ｱﾀﾞﾁ　ﾏｻﾔ 副理事長

3 三浦　靖 ﾐｳﾗ　ﾔｽｼ 副理事長

4 谷口　直満 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾅｵﾐﾁ 副理事長

5 能見　太郎 ﾉｳﾐ　ﾀﾛｳ 専務理事

6 池宮　陽一 ｲｹﾐﾔ　ﾖｳｲﾁ 理事・委員長 ＪＣ運動発信委員会

7 岩本　伸一 ｲﾜﾓﾄ　ｼﾝｲﾁ 理事・委員長 まちづくり委員会

8 塩見　知哉 ｼｵﾐ　ﾄﾓﾔ 理事・委員長 総務財政委員会

9 清水　野分 ｼﾐｽﾞ　ﾉﾜｷ 理事・委員長 資質向上委員会

10 堤　淳太 ﾂﾂﾐ　ｼﾞｭﾝﾀ 理事・委員長 渉外交流委員会

11 中路　耕太 ﾅｶｼﾞ　ｺｳﾀ 理事・委員長 魅力伝播委員会

12 村井　一雄 ﾑﾗｲ　ｶｽﾞｵ 理事・委員長 青少年育成委員会

13 神島　真吾 ｶﾐｼﾞﾏ　ｼﾝｺﾞ 理事・副委員長 渉外交流委員会

14 田中　望麻 ﾀﾅｶ　ﾐｵ 理事・副委員長 ＪＣ運動発信委員会

15 鳥居　淳希 ﾄﾘｲ　ｱﾂｷ 理事・副委員長 魅力伝播委員会

16 疋田　泰種 ﾋｷﾀﾞ　ﾔｽﾀﾈ 理事・副委員長 まちづくり委員会

17 平木　竜馬 ﾋﾗｷ　ﾘｮｳﾏ 理事・副委員長 総務財政委員会

18 崔　祥龍 ｻｲ　ｼｮｳﾘｭｳ 監事

19 南出　高志 ﾐﾅﾐﾃﾞ　ﾀｶｼ 監事

20 三宅　尚嗣 ﾐﾔｹ　ﾋｻﾂｸﾞ 直前理事長

21 厚東　聖一 ｺｳﾄｳ　ｾｲｲﾁ 幹事 ＪＣ運動発信委員会

22 下戸　一晃 ｵﾘﾄ  ｶｽﾞｱｷ 委員 ＪＣ運動発信委員会

23 宮崎　謙介 ﾐﾔｻﾞｷ　ｹﾝｽｹ 委員 ＪＣ運動発信委員会

24 百々　尚輝 ﾓﾓ  ﾅｵｷ 委員 ＪＣ運動発信委員会

25 山田　高広 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 委員 ＪＣ運動発信委員会

26 上田　崇博 ｳｴﾀﾞ　ﾀｶﾋﾛ 幹事 まちづくり委員会

27 國府　勝也 ｺｸﾌ  ｶﾂﾔ 委員 まちづくり委員会

28 中谷　洸太 ﾅｶﾔ　ｺｳﾀ 委員 まちづくり委員会

29 松本  美由紀 ﾏﾂﾓﾄ  ﾐﾕｷ 委員 まちづくり委員会

30 村田　朋紀 ﾑﾗﾀ　ﾄﾓｷ 委員 まちづくり委員会

31 上原  史明 ｳｴﾊﾗ  ﾌﾐｱｷ 幹事 総務財政委員会

32 大塚  健介 ｵｵﾂｶ  ｹﾝｽｹ 委員 総務財政委員会

33 小西  光 ｺﾆｼ  ﾋｶﾘ 委員 総務財政委員会

34 谷川  真也 ﾀﾆｶﾞﾜ  ｼﾝﾔ 委員 総務財政委員会

35 平田  嘉宏 ﾋﾗﾀ  ﾖｼﾋﾛ 委員 総務財政委員会

36 水原  年貴 ﾐｽﾞﾊﾗ  ﾄｼｷ 委員 総務財政委員会
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37 大橋　一隆 ｵｵﾊｼ　ｶｽﾞﾀｶ 副委員長 資質向上委員会

38 下平　祐婦子 ｼﾓﾀﾞｲﾗ　ﾕｳｺ 幹事 資質向上委員会

39 今井　政樹 ｲﾏｲ  ﾏｻｷ 委員 資質向上委員会

40 大城　辰也 ｵｵｼﾛ  ﾀﾂﾔ 委員 資質向上委員会

41 中　 智哉 ﾅｶ　ﾄﾓﾔ 委員 資質向上委員会

42 菜島　拓朗 ﾅｼﾞﾏ  ﾀｸﾛｳ 委員 資質向上委員会

43 宮下　祥平 ﾐﾔｼﾀ  ｼｮｳﾍｲ 委員 資質向上委員会

44 村中　志津佳 ﾑﾗﾅｶ　ｼﾂﾞｶ 幹事 渉外交流委員会

45 内海  義潔 ｳﾂﾐ  ﾄﾓﾖｼ 委員 渉外交流委員会

46 清田  智之 ｷﾖﾀ  ﾄﾓﾕｷ 委員 渉外交流委員会

47 白須  修平 ｼﾗｽ  ｼｭｳﾍｲ 委員 渉外交流委員会

48 保木  崇志 ﾎｳｷ  ﾀｶｼ 委員 渉外交流委員会

49 豊西  寛行 ﾄﾖﾆｼ  ﾋﾛﾕｷ 幹事 魅力伝播委員会

50 佐伯　昌裕 ｻｴｷ ﾏｻﾋﾛ 委員 魅力伝播委員会

51 佐々木  真一 ｻｻｷ  ｼﾝｲﾁ 委員 魅力伝播委員会

52 竹内  義次 ﾀｹｳﾁ  ﾖｼﾂｸﾞ 委員 魅力伝播委員会

53 丁ヶ阪  悠佑 ﾁｮｳｶﾞｻｶ  ﾕｳｽｹ 委員 魅力伝播委員会

54 堀内　あろむ ﾎﾘｳﾁ　ｱﾛﾑ 委員 魅力伝播委員会

55 山脇  裕文 ﾔﾏﾜｷ  ﾋﾛﾌﾐ 委員 魅力伝播委員会

56 佐々木  彰吾 ｻｻｷ  ｼｮｳｺﾞ 副委員長 青少年育成委員会

57 近藤  宏和 ｺﾝﾄﾞｳ  ﾋﾛｶｽﾞ 幹事 青少年育成委員会

58 石井  佑典 ｲｼｲ  ﾕｳｽｹ 委員 青少年育成委員会

59 角  明日嘉 ｶﾄﾞ  ｱｽｶ 委員 青少年育成委員会

60 榊原  政人 ｻｶｷﾊﾞﾗ  ﾏｻﾄ 委員 青少年育成委員会

61 新庄  洋平 ｼﾝｼﾞｮｳ  ﾖｳﾍｲ 委員 青少年育成委員会

62 益田  新 ﾏｽﾀﾞ  ｱﾗﾀ 委員 青少年育成委員会

63 諸岡  俊之 ﾓﾛｵｶ  ﾄｼﾕｷ 委員 青少年育成委員会


