
第2期役員名簿（H15/5/28-H17/5/29） 第3期役員名簿（H17/5/30-H19/5/27）

役職名 氏　名 地区 役職名 氏　名 地区 役職名 氏　名 地区

代表理事 宮平　治朝 大阪府 代表理事 宮平　治朝 大阪府 代表理事 宮平　治朝 大阪府

副理事長 齋藤　周二 長野県 副理事長 齋藤　周二 長野県 副理事長 齋藤　周二 長野県

専務理事 石川　 　剛 北海道 専務理事 石川　 　剛 北海道 専務理事 石川　 　剛 北海道

理　事 櫻場　秀樹 秋田県 理　事 櫻場　秀樹 秋田県 理　事 中澤　和彦 北海道

理　事 渡辺　俊明 福井県 理　事 渡辺　俊明 福井県 理　事 木本　青伸 東京都

理　事 望月　茂樹 静岡県 理　事 望月　茂樹 静岡県 理　事 伊藤　正信 新潟県

理　事 松尾　博充 香川県 理　事 松尾　博充 香川県 理　事 加藤　平治 滋賀県

理　事 片岡　　 斉 愛媛県 理　事 片岡　　 斉 愛媛県 理　事 門口　一則 和歌山県

理　事 川添　泰伸 高知県 理　事 川添　泰伸 高知県 理　事 松尾　博充 香川県

理　事 堀　 　弘美 長崎県 理　事 堀　 　弘美 長崎県 理　事 片岡　　 斉 愛媛県

監　事 伊藤　正信 新潟県 監　事 伊藤　正信 新潟県 理　事 堀　 　弘美 長崎県

監　事 福島　浩二 福井県 監　事 田中　寛人 長野県 監　事 田中　寛人 長野県

監　事 高政　 　栄 員外 監　事 高政　 　栄 員外 監　事 川添　泰伸 高知県

監　事 高政　 　栄 員外

第4期役員名簿（H19/5/28-H21/6/21） 第5期役員名簿（H21/6/22-H23/6/19） 第6期役員名簿（H23/6/20-H24/10/11）

役職名 氏　名 地区 役職名 氏　名 地区 役職名 氏　名 地区

代表理事 宮平　治朝 大阪府 代表理事 宮平　治朝 大阪府 代表理事 宮平　治朝 大阪府

副理事長 齋藤　周二 長野県 専務理事 石川　 　剛 北海道

専務理事 石川　 　剛 北海道 理　事 　　小向　 　司 岩手県

理　事 中澤　和彦 北海道 理　事 木本　青伸 東京都 理　事 春日　利典 長野県

理　事 木本　青伸 東京都 理　事 川部　厚司 岐阜県 理　事 川部　厚司 岐阜県

理　事 川部　厚司 岐阜県 理　事 井上　隆二 岡山県 理　事 山北　史雄 愛知県

理　事 加藤　平治 滋賀県 理　事 林　　博敏 熊本県 理　事 森本　純一 和歌山県

理　事 門口　一則 和歌山県 理　事 　　小向　 　司 岩手県 理　事 川添　泰伸 高知県

理　事 松尾　博充 香川県 理　事 山北　史雄 愛知県 理　事 青木　信博 福岡県

理　事 井上　隆二 岡山県 理　事 春日　利典 長野県 理　事 林　　博敏 熊本県

理　事 林　　博敏 熊本県 理　事 森本　純一 和歌山県 理　事 中澤　和彦 員外

監　事 伊藤　正信 新潟県 理　事 川添　泰伸 高知県 理　事 門口　一則 員外

監　事 片岡　　 斉 愛媛県 理　事 青木　信博 福岡県 監　事 片岡　　 齋 愛媛県

監　事 番度　　明 員外 監　事 伊藤　正信 新潟県 監　事 井上　隆二 岡山県

監　事 片岡　　 齋 愛媛県 監　事 坂本　宗総 員外

監　事 坂本　宗総 員外

第1期役員名簿（H14/8/29-H15/5/27）

副理事長

兼

専務理事

石川　 　剛 北海道



第6期改選役員名簿（H24/10/11-H25/6/23）

役職名 氏　名 地区 役職名 氏　名 地区

代表理事 門口　一則 員外 代表理事 齋藤　周二 長野県

副理事長 山北　史雄 愛知県 副理事長 藤田　秀 石川県

専務理事 　　小向　 　司 岩手県 専務理事 山城　朗美 員外

理　事 春日　利典 長野県 理事 櫛桁　義明 北海道

理　事 川部　厚司 岐阜県 理事 馬場　正光 福島県

理　事 森本　純一 和歌山県 理事 田中　寛人 長野県

理　事 川添　泰伸 高知県 理事 石垣　高広 大阪府

理　事 青木　信博 福岡県 理事 逢坂　光照 兵庫県

理　事 林　　博敏 熊本県 理事 種子　渥 鳥取県

理　事 中澤　和彦 員外 理事 小椋　俊治 岡山県

監　事 片岡　　 齋 愛媛県 理事 橋本　高幸 愛媛県

監　事 井上　隆二 岡山県 理事 堀部　良一 宮崎県

監　事 坂本　宗総 員外 理事 櫻井不二雄 員外

監事 伊藤　正信 新潟県

監事 谷木　稔弘 員外

監事 饗庭　靖之 員外

第7期役員名簿（H25/6/24-）


