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☆➡地区連推薦の地区連会長
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副会長

副会長

副会長

会計

会計

監事

監事

昭和５６年 柏木 文造 大串 満 春日 好典 松岡 亀清

河井 光男 -------- 石黒 高重 小林 邦彦

昭和５７年 柏木 文造 大串 満 春日 好典 松岡 亀清

河井 光男 -------- 石黒 高重 丸山 昭雄

昭和５８年 河井 光男 石黒 高重 大串 満 谷田部 義夫

佐藤 清孝 -------- 吉田 一郎 金子 正男

昭和５９年 河井 光男 石黒 高重 秋山 哲也 高橋 冨男

山本 邦二 -------- 吉田 一郎 鈴木 巌

昭和６０年 高橋 冨男 石黒 高重 秋山 哲也 金 義麿

蒲谷 登明夫

昭和６１年 高橋 冨男 横山 秀男 秋山 哲也 金 義麿

伊東 勝己 野口 昭七 川田 基晶 佐藤 信太郎

昭和６２年 高橋 冨男 山村 光夫 秋山 哲也 佐藤 信太郎

沼口 繁雄 佐藤 繁 川田 基晶 島津 信夫

昭和６３年 高橋 冨男 山村 光夫 沼口 繁雄 長瀬 清

篠原 武彦 夏井 可成 斉藤 治朗 菊地 武輝

平成元年 高橋 冨男 梶 平治 沼口 繁雄 竹内 隆

篠原 武彦 岩田 義雄 斉藤 治朗 吉川 慎助

平成２年

高橋 冨男 大谷 武文 沼口 繁雄 竹内 隆

小湊 基行 鈴木 巌 嶋栄 一郎 田中 武司

平成３年

高橋 冨男 大谷 武文 沼口 繁雄 内田 博隆

石澤 政則 小林 佶 嶋栄 一郎 神沢 松男

平成４年

沼口 繁雄 大谷 武文 神澤 松男 森 泰久

瀧口 嘉明 香川 正勝 勝沼 秀 石山 恵子

平成５年

沼口 繁雄 大谷 武文 神澤 松男 佐藤 勝教

中島 誠次 谷 義夫

平成６年

沼口 繁雄 中島 誠次 柴野 敏美 村山 弘

平成７年

大谷 武文 門倉 基 渡部 惣一 神澤 松男

美濃部 重男

長瀬 清 岩田 修三 木川 寛

平成８年

大谷 武文 門倉 基

古跡 勇 平沢 正夫

美濃部 重男

長瀬 清

平成９年

沼口 繁雄 門倉 基

古跡 勇

-------- 吉田 一郎 佐藤 信太郎

金子 栄 藤倉 裕光

金子 栄 小林 道秋 大谷 武文 木村 昭裕

吉田 亨

井川 勲

鈴木 巌

井川 勲 小林 邦彦 大谷 武文 山田 治太郎

平成１０年 大谷 武文 篠原 武彦 吉田 亨 山本 邦ニ

佐藤 一郎 山田 治太郎 荻野 昌喜 神藤 章

平成１１年 大谷 武文 神藤 章 佐藤 勝教 山本 邦ニ

荻野 昌喜 川筋 信義 阪本 敏彦

平成１２年 大谷 武文 神藤 章

渡部 勲 野中 公雄

荻野 昌喜 川筋 信義 村山 弘 田部井 勝司

平成１３年 大谷 武文 神藤 章

渡部 勲 野中 公雄

荻野 昌喜 川筋 信義 松井 賢悟 田部井 勝司

平成１４年 荻野 昌喜 神藤 章

渡部 勲 野中 公雄

田部井 勝司

佐々木 ハルヨ

松井 賢悟 小渕 三郎 野島 課一夫

平成１５年 荻野 昌喜 渡部 勲 田部井 勝司 小渕 三郎

松井 賢悟 神澤 松男 富吉 英治 佐野 仁

平成１６年 荻野 昌喜 渡部 勲 神澤 松男 森田 久男

富吉 英治 村山 弘 金子 野武男 悪原 義春

平成１７年 神澤 松男 富吉 英治 高澤 一男 吉田 亨

平林 清 関根 和夫 小市 昌次 小出 孝道

平成１８年 神澤 松男 富吉 英治 吉田 亨 小渕 三郎
平成１９年 神澤 松男 小渕 三郎 平林 清 大岩 正和
平成２０年 平林 清

門倉 茂 角田 祥夫 佐藤 勝教

平成２１年 平林 清

門倉 茂 会田 昌弘 柿田 明男

平成２２年 平林 清 会田 昌弘 柿田 明男 小倉 偉男
平成２３年 平林 清 小渕 三郎 小倉 偉男 渡部 勲
平成２４年 平林 清 小渕 三郎 門倉 茂 大岩 正和
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平林 清 小林 邦彦 青木 久
富吉 英治 門倉 茂

勝沼 秀

船橋 久
木川 寛

大森 良樹 黒田 信雄 高岡 次郎 村山 弘
篠原 武彦 新沼 浩悦 高岡 次郎 大槻 玲子
田中 昌洋 黒澤 利昭 小渕 三郎 大塚 英夫
板垣 保宏 堀之内 幸弘 田中 昌洋 石井 清子
石原 均 阿部 俊夫 田中 昌洋 板垣 保宏

平成２５年 ☆平林 清 阿部 俊夫 門倉 茂 大岩 正和 田中 昌洋 石原 均 佐々木 孝之 阿部 明博 板垣 保宏
平成２６年 ☆平林 清 阿部 俊夫 門倉 茂 鈴木 勝雄 田中 昌洋 石原 均 佐々木 孝之 阿部 明博 中禮 和海
平成２７年 ☆平林 清 阿部 俊夫 門倉 茂 鈴木 勝雄 田中 昌洋 石原 均 山田 暿子 中禮 和海 茅野 徳幸
平成２８年 ☆平林 清 阿部 俊夫 門倉 茂 鈴木 勝雄 田中 昌洋 石原 均 山田 暿子 中禮 和海 山澤 忠治

