
　 　　　　　　　　　　　　　○印理事　＊印 代議員（８区） □印　運営委員

会　長  □＊萩原　秀治（電19）

副会長 ＊衣袋　久生（機15） ＊鎌田　正純（化26） 安達　　功（物28） ＊清水　康裕（経29）

幹事長 ＊岡本　秀輔（経24）

副幹事長 　高橋　道哉（経11）

委　員

第 1 回 前沢　三郎（機） □＊前田　則一（電） 森山　善弘（電） □＊齊藤　富彦（経）

第 2 回 岡田　　健（機） □　井上　　哲（電） □佐治　邦彦（経）

第 3 回 □　小尾　幹男（機）

第 4 回 志関　誠男（電） □　原田　育叔（経）

第 5 回 橋本　竹夫（機）　□　水谷　一郎（機）

第 6 回 望月　常次（機） □＊芦矢　栄司（電） □　荒金　哲彦（電） □＊多田　真弘（電）

第 7 回

第 8 回 □＊瓜生　芳久（電） □＊大谷　久行（経） 長瀬　文男（経） 中村　公一（経）

第 9 回 青木　秀夫（化）

第10回 □　長江　洋一（機） □　村上　善一（機） 久保　義昭（電） □＊小鍜治　稔（電）

奥野　晃康（化） 須佐　守明（化） □原　　節子（化） 田中　恵介（経）

冨永　知保（経）

第11回 伊藤　　宏（機） □　島田　寿正（電） 松田　成樹（化） 窪田　　悟（経）

□　高橋　道哉（経） 丸田　譲二（経）

第12回 丸山　　宏（機） 矢野　宏明（機） 嶋谷　俊道（電） □＊瀬沼　宏章（化）

井上　大五（経）

第13回 神山　　進（機） 本川　正和（機） 吉川　英視（機） 岡村　知典（電）
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志磨　克彦（電）

第14回 鈴木　一善（機） 武田　明彦（電） 若田部吉一（電） □＊髙　　稔（化）

豊田　勤治（化） 笠原　龍宗（経）

第15回 □＊衣袋　久生（機）

第16回 能村　　卓（経）

第17回

第18回 宮本　博和（電）

第19回 □＊萩原　秀治（電） □＊石垣　順史（経）

第20回 藤森　鉄二（電） 吉田　和正（経）

第21回 内田　勝久（経）

第22回 疋田　祐資（機） 三村　純一（電） 大菅　真樹（化） 山川　雅弘（化）

＊鹿嶋　康由（経） 河端　利枝（経） 佐藤　実雪（経） 髙野　　功（経）

山本　和也（経）

第23回 佐藤　淳之（経） 佐藤　正博（経） 中島　良浩（経） 西川栄太郎（経）

松本まさ美（経）

第24回 □＊岡本　秀輔（経）

第25回

第26回 山上　　昇（機） □＊鎌田　正純（化）

第27回 □鈴木慎太郎（機）

第28回 肥田野尚子（化） □安達　　功（物） 黒田　哲史（物）

第29回 小島由佳里（物）

第30回 糟谷　彰久（電） 大塚　麻由（化） 植山　周志（経） 鈴木　浩之（物）

茂木　淳一（物）



委　員

第31回 □吉田　尚之（物）

第32回 新井　宏明（物）

第33回 嶋　　恭助（機） 竹村　直哉（経） 中村　正哉（経） 松戸　堅治（経）

宮田　裕生（経）

第34回 田中　和史（電） 高橋　信彦（電） 古久保真実（経） 松本　瑠美（経）

第35回 黒沢　　潤（経） □田村　　崇（物）

第36回

第37回

第38回

第39回 荒井　宏仁（電） 雨谷　賢一（経）

第40回 河合紗恵子（機） 西宮幸希夫（電） 宇都木　厚（化） 大下　尚哉（経）

髙橋　忠孝（物）

第41回 木村有希子（機） 伊藤　正彦（電） 吉江　綾乃（化） 清宮　崇史（経）

□＊野田　光一（経） 斎藤　漠興（物）

第42回 前川　徳允（機） 樋口　涼馬（電） 杉原　直子（化） 碇　　直史（経）

長谷川龍一（物）

第43回 小山　央人（機） 境野　勇作（機） 鮫島　　司（機） 平塚　貴浩（電）

林　　和弘（化） 小野　石樹（経） 笠田恵理子（経） 飯塚　京子（物）

早川ももこ（物）

理　工

第 1 回 松島　　光（物） 山本　圭亮（物） 伊勢　智秀（情） 今井謙太郎（情）

大川　　亮（情） 小林　智子（情） 中原　　緑（情） □中村　　茜（情）

根本　　彩（情） 朝隈　優樹（エレ） 関根　　豪（エレ） 美馬　康佑（エレ）

第 2 回 井森  悠佳（物） 石川　貴士（物） 夏井　佑佳（物） □宇都宮雅彦（情）

德矢　文恵（情） 飯塚  直子（エレ） 宇賀神　秀（エレ）德矢　文恵（情） 飯塚  直子（エレ） 宇賀神　秀（エレ）

第 3 回 鈴木友里絵（物） 綱島　裕介（物） 渡邊　千惠（物） 五十嵐勝洋（情）

小林  亮太（情） 馬場　直哉（情） 佐藤　　歩（エレ） 谷山　竜介（エレ）

第 4 回 荒木  千広（物） 小熊　将嗣（物） □小林　裕昌（情） 疋田　直也（情）

齊藤　　亮（エレ） 竹重　直紀（エレ）

第 5 回 豆田　阿弓（物） □丸山　拓真（物） □井出　大貴（情） 栢沼秀太朗（エレ）

又吉　祐子（エレ）

第 6 回 橋谷田優花（物） 水越　翔太（物） 高藤　倫行（情） 徳矢　　嶺（情）

早田　武尊（情） 矢沼　卓也（情） 星　　　翼（エレ） 山田　拓也（エレ）

第 7 回 大竹　里沙（物） 山下　隆一（物） 桑原　奈央（情） 河野　愛璃（情）

向口　将馬（情） 赤羽　洋樹（エレ） 栗山　純基（エレ）        

第 8 回 小川  健吾（物） 小川  有貴（物）  松井  季世（情） 山田  恭輔（情）

北野　　玲（シス） 松田　　真（シス）

第 9 回 川並  澪奈（物） 中川　　剛（物） 川本  舜也（情） 齋藤  拓豊（情）

田中  孝太（情） 水越　優人（シス） 若穂囲直子（シス）

第10回 佐藤　駿兵（物） 竹村　勇紀（物） 西沢　拓也（物） 桧山　菜々（物）

松井　康介（物） 小林　和正（情） 松岡　英佑（情） 村野　壮人（情）

親家　孝拓（シス） 西　　純平（シス）

第11回 岸本　雅貴（物） 柴　　宗大（物） 八木　理子（物） 横田　篤憲（物）

蔵本　　肇（情） 長澤　尚輝（情） 望月　美優（情） 武井　宏樹（シス）

中善寺　尚（シス） 平出俊太郎（シス） 古山　利貴（シス）

第12回 伊藤　　克（物） 石川　裕理（物） 中町　優斗（物） 磯村　愛実（情）

内田　和宏（情） 塚田　和也（シス） 松島　　侑（シス）

第13回 塩澤　拓実（物） 穗坂　晃佑（物） 谷村　拓哉（情） 飛澤　奈緒（情）

青木　秀達（シス） 河内　健真（シス） 佐藤　珠希（シス）


