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No. 氏名 カナ 2018年度役職 2018年度所属

1 崔　祥龍 ｻｲ　ｼｮｳﾘｭｳ 理事長

2 三浦　靖 ﾐｳﾗ　ﾔｽｼ 副理事長

3 田中　望麻 ﾀﾅｶ　ﾐｵ 副理事長

4 神島　真吾 ｶﾐｼﾞﾏ　ｼﾝｺﾞ 副理事長

5 大橋　一隆 ｵｵﾊｼ　ｶｽﾞﾀｶ 専務理事

6 上原  史明 ｳｴﾊﾗ  ﾌﾐｱｷ 理事・委員長 会員交流委員会

7 内海  義潔 ｳﾂﾐ  ﾄﾓﾕｷ 理事・委員長 総務財政委員会

8 厚東　聖一 ｺｳﾄｳ　ｾｲｲﾁ 理事・委員長 人間力向上委員会

9 小西  光 ｺﾆｼ  ﾋｶﾘ 理事・委員長 情熱伝播委員会

10 近藤  宏和 ｺﾝﾄﾞｳ  ﾋﾛｶｽﾞ 理事・委員長 未来の宝育成委員会

11 達城　英治 ﾀﾂｼﾛ　ｴｲｼﾞ 理事・委員長 まちづくり委員会

12 宮下　祥平 ﾐﾔｼﾀ  ｼｮｳﾍｲ 理事・委員長 広報渉外委員会

13 大塚  健介 ｵｵﾂｶ  ｹﾝｽｹ 理事・副委員長 広報渉外委員会

14 佐々木  彰吾 ｻｻｷ  ｼｮｳｺﾞ 理事・副委員長 まちづくり委員会

15 藤田　真也 ﾌｼﾞﾀ　ｼﾝﾔ 理事・副委員長 情熱伝播委員会

16 山口　雄司 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾕｳｼﾞ 理事・副委員長 総務財政委員会

17 岩本　伸一 ｲﾜﾓﾄ　ｼﾝｲﾁ 監事

18 谷口　直満 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾅｵﾐﾁ 監事

19 足立　雅也 ｱﾀﾞﾁ　ﾏｻﾔ 直前理事長

20 山脇　裕文 ﾔﾏﾜｷ  ﾋﾛﾌﾐ 副委員長 会員交流委員会

21 菜島　拓朗 ﾅｼﾞﾏ  ﾀｸﾛｳ 幹事 会員交流委員会

22 髙橋　英樹 ﾀｶﾊｼ　ﾋﾃﾞｷ 委員 会員交流委員会

23 村田　朋紀 ﾑﾗﾀ　ﾄﾓｷ 委員 会員交流委員会

24 森　夏枝 ﾓﾘ　ﾅﾂｴ 委員 会員交流委員会

25 山城　直也 ﾔﾏｼﾛ　ﾅｵﾔ 委員 会員交流委員会

26 豊西  寛行 ﾄﾖﾆｼ  ﾋﾛﾕｷ 幹事 総務財政委員会

27 下戸　一晃 ｵﾘﾄ  ｶｽﾞｱｷ 委員 総務財政委員会

28 堤　淳太 ﾂﾂﾐ　ｼﾞｭﾝﾀ 委員 総務財政委員会

29 西田　敬一 ﾆｼﾀﾞ　ｹｲｲﾁ 委員 総務財政委員会

30 平木　竜馬 ﾋﾗｷ　ﾘｮｳﾏ 委員 総務財政委員会

31 佐伯　昌裕 ｻｴｷ ﾏｻﾋﾛ 副委員長 人間力向上委員会

32 嶋田　剛士 ｼﾏﾀﾞ　ﾂﾖｼ 幹事 人間力向上委員会

33 上田　崇博 ｳｴﾀﾞ　ﾀｶﾋﾛ 委員 人間力向上委員会

34 河合　良忠 ｶﾜｲ　ﾖｼﾀﾀﾞ 委員 人間力向上委員会

35 佐々木  真一 ｻｻｷ  ｼﾝｲﾁ 委員 人間力向上委員会

36 林　哲司 ﾊﾔｼ　ｻﾄｼ 委員 人間力向上委員会

37 樋口　京四郎 ﾋｸﾞﾁ　ｷｮｳｼﾛｳ 幹事 情熱伝播委員会

38 西條　利洋 ｻｲｼﾞｮｳ　ﾄｼﾋﾛ 委員 情熱伝播委員会

39 鳥居　淳希 ﾄﾘｲ　ｱﾂｷ 委員 情熱伝播委員会

40 保木  崇志 ﾎｳｷ  ﾀｶｼ 委員 情熱伝播委員会

41 堀内　あろむ ﾎﾘｳﾁ　ｱﾛﾑ 委員 情熱伝播委員会

42 松本  美由紀 ﾏﾂﾓﾄ  ﾐﾕｷ 委員 情熱伝播委員会

43 今井　政樹 ｲﾏｲ  ﾏｻｷ 副委員長 未来の宝育成委員会

44 坂元　陸 ｻｶﾓﾄ　ﾀｶｼ 幹事 未来の宝育成委員会

45 岡田　沙也 ｵｶﾀﾞ　ｻﾔ 委員 未来の宝育成委員会

２０１８年度　公益社団法人乙訓青年会議所　役員・社員名簿



No. 氏名 カナ 2018年度役職 2018年度所属

46 谷川  真也 ﾀﾆｶﾞﾜ  ｼﾝﾔ 委員 未来の宝育成委員会

47 田村　直毅 ﾀﾑﾗ　ﾅｵｷ 委員 未来の宝育成委員会

48 中谷　洸太 ﾅｶﾔ　ｺｳﾀ 委員 未来の宝育成委員会

49 國府　勝也 ｺｸﾌ  ｶﾂﾔ 幹事 まちづくり委員会

50 石井  佑典 ｲｼｲ  ﾕｳｽｹ 委員 まちづくり委員会

51 草場　大輔 ｸｻﾊﾞ　ﾀﾞｲｽｹ 委員 まちづくり委員会

52 丁ヶ阪  悠佑 ﾁｮｳｶﾞｻｶ  ﾕｳｽｹ 委員 まちづくり委員会

53 益田　新 ﾏｽﾀﾞ　ｱﾗﾀ 委員 まちづくり委員会

54 百々　尚輝 ﾓﾓ  ﾅｵｷ 幹事 広報渉外委員会

55 新庄  洋平 ｼﾝｼﾞｮｳ  ﾖｳﾍｲ 委員 広報渉外委員会

56 東石　昇平 ﾄｳｾｷ　ｼｮｳﾍｲ 委員 広報渉外委員会

57 中　 智哉 ﾅｶ　ﾄﾓﾔ 委員 広報渉外委員会

58 中野　翔太 ﾅｶﾉ　ｼｮｳﾀ 委員 広報渉外委員会

59 松宮　一貴 ﾏﾂﾐﾔ　ｶｽﾞｷ 委員 広報渉外委員会


