
委 員 会 名 簿  

 

政策提言委員会 地域活性化委員会 ビジネス研修委員会 会員増強委員会 

 
氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部 

1 ◎大久保 重徳 幸松 ◎宮下 顕 大沼 ◎細井 健司 粕壁 ◎白石 和義 豊野 

2 〇金子 志乃 武里 ○溝口 友則 粕壁 ○村田 尚哉 粕壁 ○大木 淳志 武里 

3 ◇飯山 直生 粕壁 ◇福島 充 幸松 ◇萩原 悟 武里 ◇山田 正典 大沼 

4 武田 博之 大沼 猪狩 氷青 大沼 浅野 剛史 大沼 中山 宏太 大沼 

5 冨永 大右 大沼 堀内 武大 大沼 今道 シャオレイ 大沼 若林 敬吾 大沼 

6 永瀬 勇介 大沼 吉田 剛 大沼 冨岡 邦明 大沼 岡田 珠稀 豊野 

7 山本 直樹 大沼 船野 翔太 豊野 岩崎 竜也 豊野 金口 記幸 豊野 

8 横川 亮 豊野 水野  大 豊野  島田 雄太 豊野  鈴木 進介 豊野 

9 横田 貢 豊野 荒熊 真理子 幸松 逸見 知司 豊野 西澤 賢一 豊野 

10 田中 聖嗣 幸松 小峰 拓也 幸松 伊賀並 弘 幸松 川上 雅人 幸松 

11 浦尾 泰平 幸松 森  洋介 幸松 榎原 幸治 幸松 寺田 凌 幸松 

12 齋藤 智一 武里 新井 健弘 粕壁  関根 満伸 幸松 中村 謙太 幸松 

13 金 眞英 粕壁 清水 慎太郎 粕壁 松村 剛 幸松 村田 恭一 幸松  

14 栄 寛美 粕壁 茂木 健治 粕壁 山﨑 耕平 幸松 浅見 貴則 粕壁 

15   山本 勝 武里 小幡 義勝 粕壁 関根 賢一 粕壁 

16     桑原 百恵 粕壁 長谷川 智之 粕壁 

17     山口 和宏 粕壁   

18         

  
１４名 

 
１５名 

 
１７名 

 
１6名 

         

 
総務広報委員会 スタッフ(担当者以外)、監事会  

 
氏名 支部 氏名 支部 

 

  
1 ◎髙山 茂之 幸松 鹿江 陽介 粕壁 

  
2 ○田中 優 豊野 早川 純 幸松 

  
3 ◇馬場 宏之 粕壁 竹中 久直 武里 

  
4 石川 陽介 大沼 石川 慎也 粕壁 

  
5 永田 飛鳳 大沼 金子 忠史 粕壁 

  
6 立 敏 大沼   

  
7 山本  利広 豊野   

  
8 服部 貴志 豊野   

  
9 鈴木 彩香 豊野   

  
10 小川 徹弥 武里   

  
11 杉本 久恵 幸松   

  
12 野崎 悠 幸松     

13 平井 勇貴 幸松   
  

14 村上 聡 幸松   
  

15 山崎 裕史 幸松   
  

16 市川 智行 粕壁   
  

17 沼尾 真由子 粕壁     
  

18 平川 念 粕壁     

  
１8名  ５名 

  

※◎委員長 ○副委員長 ◇担当 （委員長・副委員長・担当 以下 支部別五十音順） 

※令和３年４月２４日時点データ 



           


