
理　事　長 副　理　事　長 専 務 理 事
第1年度 S27.12～S28.6 岡部　正 松田皜一
第2年度 S28. 7～S29.6 中部長次郎 松田皜一
第3年度 S29. 7～S30.6 中部長次郎 石丸太郎
第4年度 S30. 7～S31.6 山田吉太郎 松田皜一　沢山精次郎
第5年度 S31. 7～S32.6 山田吉太郎 沢山精次郎　松田皜一
第6年度 S32. 7～S33.6 沢山清次郎 藤岡　滋　殿村佳三
第7年度 S33. 7～S34.12 藤岡　　滋 佐々木春美　殿村佳三
第8年度 S35 安達　倉三 佐々木春美　篠原修三
第9年度 S36 松田　皜一 篠原修三　佐々木春美
第10年度 S37 佐々木春美 田口長博　小屋敷正美　相島政人
第11年度 S38 佐々木春美 喜多諄平　鈴木一郎　殿村佳三
第12年度 S39 殿村　佳三 相島政人　小屋敷正美　喜多諄平
第13年度 S40 相島　政人 西田正純　古野清賢　藤木　博
第14年度 S41 岡部　寿男 芦沢　修　安達一蔵　古野清賢
第15年度 S42 芦沢　　修 安達一蔵　田村喜美男　鈴木一郎
第16年度 S43 安達　一蔵 下神　功　金子逸朗　鈴木一郎
第17年度 S44 鈴木　一郎 森　義則　田川博康　金子逸朗
第18年度 S45 金子　逸朗 田川博康　森　義則　新部富夫
第19年度 S46 田川　博康 百枝　脩　藤岡邦雄　中野信也　松延　脩 川添　弘之
第20年度 S47 藤岡　邦雄 陳　名治　安達健三郎　川添弘之　広瀬範造 金子　叔司

第21年度 S48 川添　弘之
百枝　脩　市丸文弘　金子叔司　高橋久蔵
陳　名治

村木　營介

第22年度 S49 広瀬　範造 陳　名治　金子叔司　有川正之 村木　營介
第23年度 S50 陳　名治 有川正之　金子叔司　坂田尚隆　八頭司吉太 芥　　　寛
第24年度 S51 有川　正之 三枝輝吉　八頭司吉太　馬場政廣　吉田正和 中山　義一

第25年度 S52 八頭司吉太
金子叔司　安達雄三　中山義一　早嶋英治
馬場政廣

吉田　正和

第26年度 S53 金子　叔司
泉　茂勝　立石泰載　村木營介　吉田正和
田中直英

野村　和夫

第27年度 S54 吉田　正和 村木營介　野村和夫　馬場政廣　増田脩二 結城洋一郎

第28年度 S55 増田　脩二
川添隆三　田中直英　安中力三　浜本好哉
村木營介

小林喜平太

第29年度 S56 田中　直英
豊島壮光　米津博一　原田成洋　島田靖久
結城洋一郎　野村和夫

四元　永生

第30年度 S57 村木　營介 原田成洋　米津博一　高尾安夫 安中　力三
第31年度 S58 安中　力三 石丸忠重　永尾龍一　岩永正人 林　敏幸
第32年度 S59 岩永　正人 林　敏幸　高尾安夫　石丸忠重 松田　祥吾
第33年度 S60 石丸　忠重 林　敏幸　米津博一　四元永生 永尾　龍一
第34年度 S61 米津　博一 林　敏幸　四元永生　殿村育生　永尾龍一 尾上　重道
第35年度 S62 四元　永生 尾上重道　殿村育生　笹本強志　松田祥吾 武藤　章
第36年度 S63 殿村　育生 中村公一　松田祥吾　武藤　章　笹本強志 川村　清一
第37年度 H元 松田　祥吾 吉田良三　岡部道夫　川村清一　小島正廣 本田　時夫
第38年度 H2 笹本　強志 濵﨑芳裕　吉田良三　末永　稔　川村清一 木原　　豊

第39年度 H3 川村　清一
本田時夫　松尾正洋　末永　稔　木場耕志
石丸利行　鈴木　元

吉村　元志

第40年度 H4 本田　時夫
水元　薫　荒木　茂　鈴木　元　石丸利行
古賀浩二　鉄川　進

筒井　秀充

第41年度 H5 荒木　　茂
吉村元志　鉄川　進　蔵岡康太郎　小柳憲二
坂本卓也　田川睦磨

川原　　強

第42年度 H6 鉄川　　進 川原　強　岩永和之　田川睦磨　坂本卓也 瀬戸口浩三
第43年度 H7 坂本　卓也 中村和也　小柳憲二　浦川正樹　瀬戸口浩三 筒井　秀充

第44年度 H8 川原　　強
山田　晃　浦中勝美　水元　薫　前野十一郎
上瀧　満　折式田一豊

竹内　　一

第45年度 H9 中村　和也 木村義和　濱本浩邦　折式田一豊　筒井秀充 川添　研太
第46年度 H10 竹内　　一 藤井勝也　中尾直己　前野十一郎　小林純一 濱本　浩邦
第47年度 H11 濱本　浩邦 脇田　尚　川添研太　藤井勝也　北島利彦 折式田一豊

第48年度 H12 折式田一豊
中本幸人　藤本　伸　桑岡隆太　西村勇二
塚本　敏

吉村　正寿

第49年度 H13 中尾　直己
川添研太　松尾一成　武田　宏　吉村尊義
松本一郎

西村　勇二

第50年度 H14 川添　研太 上戸謙二　松本一郎　塚本　敏　柳龍一郎 江　　崇治

第51年度 H15 塚本　　敏
藤岡秀則　横内正浩　陳　優継　秦　利行
中本幸人

前田　利孝

第52年度 H16 陳　　優継
内田信吾　西村勇二　原　拓也　前田利孝
末次伸至

藤岡　秀則

第53年度 H17 藤岡　秀則
末次伸至　竹内浩三　馬場正隆　柳瀬正輝
内田信吾

原　　拓也

第54年度 H18 内田　信吾
柿山聡司　原　拓也　埴生健一　秦　利行
竹内浩三

矢上　純次

第55年度 H19 矢上　純次
埴生健一　柿山聡司　山下憲一　宮﨑　伸二
柳瀬正輝

吉田　正徳

第56年度 H20 埴生　健一 吉田正徳　宮本　剛　濱野三博 宮﨑　伸二

第57年度 H21 吉田　正徳
柳瀬正輝　宮本　剛　大久保貴浩　金子伸二
古瀬喜明

塚根　　進

第58年度 H22 山下　憲一 武藤　剛　柿山聡司　佐藤純一　庄司鉄平 田村健一郎

第59年度 H23 塚根　　進
原口　誠　力久智行　武藤　剛　有川政孝
松本龍亮　石橋和夫

岩永　　健

第60年度 H24 原口　　誠
阿野友範　松尾延大　佐藤純一　中村吉治
力久智行

石川　純一

第61年度 H25 武藤　　剛
小林秀顕　岩永　健　中村吉治　山中重輝
髙橋晋吾

山口　　聡

第62年度 H26 中村　吉治
阿野友範　林慎太郎　大木敬介　池田直樹
伊藤信博

吉田　宗由

第63年度 H27 小西　貴之
吉田宗由　山下大作　馬場雅朗　平井嘉一
友岡源太　西野啓至

光冨　英治

第64年度 H28 伊藤　信博
馬場雅朗　大木敬介　岩永龍一　寺岡誠三
坂本裕樹　髙橋晋吾

友岡源太

第65年度 H29 吉田　宗由
平井嘉一　光冨英治　峰　昇平　手塚雄一郎
寺岡　誠三

西野啓至

第66年度 H30 光冨　英治 近久宏志　峰　英樹　西野啓至　寺岡誠三 山下隆義

第67年度 R元 寺岡　誠三
加藤良平　岡部真悟　山本裕仁　野田剛士
峰　昇平

田添太一

第68年度 R2 峰　　昇平
野田剛士　仲田留奈　田添太一　赤瀬直樹
安中忠司

手塚雄一郎

第69年度 R3 野田　剛士
荒木慶豊　鮎川　愛　中村伸一郎　山口知宏
松島雄大

馬郡　啓

第70年度 R4 松島　雄大
赤瀬直樹　安藤嘉英　中村伸一郎　福島はるか
大平大樹

髙田昇裕

第71年度 R5 山口　知宏 髙田昇裕　松本孝功　中村伸一郎 池田裕介

歴代理事長・副理事長・専務理事


