
回　　次 1～2 3～4 5～6 7～8 9～10

暦　　年 昭和５５～５６年 昭和５７～５８年 昭和５９～６０年 昭和６１～６２年 昭和６３～元年

古　賀　米　吉 古　賀　米　吉
冨　山　新　一 冨　山　新　一
松　永　しげる 松　永　しげる 松　永　しげる 松　永　しげる 松　永　しげる
石　井　昭　二 石　井　昭　二 小　出　昭　維 小　出　昭　維 小　出　昭　維
田　中　義　雄 田　中　義　雄 小　島　武　久 小　島　武　久 小　島　武　久
小　出　昭　維 小　出　昭　維 田　中　　　洋 田　中　　　洋
露　崎　　　功 露　崎　　　功 　 　 　

会長 浮　谷　貞　雄 浮　谷　貞　雄 浮　谷　貞　雄 浮　谷　貞　雄 浮　谷　貞　雄
田　中　　　洋 田　中　　　洋 田　中　　　洋 村　井　源四郎 村　井　源四郎
尾　崎　石太郎 尾　崎　石太郎 尾　崎　石太郎 中　川　　　実 中　川　　　実
吉　岡　義　隆 加　藤　忠　雄 （村　井　源四 中　嶋　貞　行 中　嶋　貞　行

中　嶋　貞　行
理事長 阿　部　　　進 阿　部　　　進 阿　部　　　進 　 　

事務局長 岩　淵　義　男 岩　淵　義　男
及　川　一　彦 及　川　一　彦 及　川　一　彦 桑　本　秀　俊 小　森　栄　一

古　川　三　郎
福　岡　陽　一 福　岡　陽　一 多　田　常次郎 山　田　　　修 山　田　　　修
山　田　　修 山　田　　修 加　藤　栄　一 田　口　　　喬 田　口　　　喬
吉　村　明　芳 吉　村　明　芳 酒　井　正　弘 石　井　定　男 箱　崎　光　康
大　野　順　雅 大　野　順　雅 只　野　忠　勝 松　井　昌　弘 及　川　一　彦

審判部長 山　田　　　修 山　田　　　修 山　田　　　修 中　村　勝　彦 中　村　勝　彦
近　田　秀　男 近　田　秀　男
吉　成　　　好 吉　成　　　好
及　川　一　彦 及　川　一　彦
諸　橋　　　力 諸　橋　　　力

総務部長 多　田　常次郎 長　島　武　志 長　島　武　志 友　松　　　章 岩　淵　義　男
同副部長 花　泉　好　一 花　泉　好　一
事業部長 － － － － －
同副部長 － － － － －

昭和５５～５６年 昭和５７～５８年 昭和５９～６０年 昭和６１～６２年 昭和６３～元年

福　岡　陽　一 福　岡　陽　一 中　村　勝　彦 中　村　勝　彦 中　村　勝　彦
中　村　勝　彦 中　村　勝　彦 及　川　幸　吉 松　井　昌　弘 青　木　一　明

青　木　一　明
八　田　創　造 増　田　宏　司 小　林　義　広 中　山　雅　之 中　山　雅　之
鷹　野　晴　一 　 　 河　野　康　男 河　野　康　男
大　島　徳　治 今　尾　錦三郎 酒　井　正　弘 鈴　木　安　彦 　

酒　井　正　弘 鈴　木　安　彦
山　田　　　修 山　田　　　修 山　田　　　修 山　田　　　修 山　田　　　修
古　川　三　郎 古　川　三　郎 古　川　三　郎 古　川　三　郎 古　川　三　郎
長　島　武　志 長　島　武　志 長　島　武　志 長　島　武　志 近　田　秀　男

田　村　佶　也 近　田　秀　男 小　出　洋　二
小　出　洋　二 （田　村　佶

吉　村　明　芳 吉　村　明　芳 戸　室　忠　夫 友　沢　仙　治 浅　見　　　清
戸　室　忠　夫 戸　室　忠　夫 広　田　　　実 　 　

久保田　　博 　 　
岩　淵　義　男 岩　淵　義　男 岩　淵　義　男 岩　淵　義　男 岩　淵　義　男
多　田　常次郎 多　田　常次郎 多　田　常次郎 多　田　常次郎 多　田　常次郎
及　川　一　彦 及　川　一　彦 及　川　一　彦 及　川　一　彦 及　川　一　彦

阿　部　　　進 阿　部　　　進 鈴　木　　　充 鈴　木　　　充
加　藤　栄　一 加　藤　栄　一 篠　崎　義　治 篠　崎　義　治

荻　原　浩　二 　 　
（篠　崎　義

大　野　順　雅 大　野　順　雅 高　山　万　也 梶　原　謙　市 梶　原　謙　市
　 渡　辺　　　修 渡　辺　　　修 　 笛　木　鋭　一

鈴　木　　　猛 　 　
三　森　　　勇 金　田　忠　男 斉　藤　　　功 斉　藤　　　功 染　谷　博　史
斉　藤　　　功 斉　藤　　　功 山　本　了　三 渡　辺　宏　一 安　西　忠　良

（友　松 　 　
松　井　　　勇 吉　成　　　好 吉　成　　　好 吉　成　　　好 吉　成　　　好
只　野　忠　勝 只　野　忠　勝 只　野　忠　勝 田　口　　　喬 田　口　　　喬

田　口　　　喬 （沖　野　三 沖　野　三　郎
森　下　富　明 村　田　三　郎 大　野　久　夫 花　泉　好　一 花　泉　好　一
岩　沢　　　宏 井　坂　心　一 桑　本　秀　俊 桑　本　秀　俊 桑　本　秀　俊
高　橋　徳　男 高　橋　徳　男 田　所　重　喜 田　所　重　喜 諸　橋　　　力
安　野　　　智 安　野　　　智 富　永　　　弘 渡　　　伸　夫 渡　　　伸　夫
田　所　重　喜 田　所　重　喜 中　山　鉄　男 諸　橋　　　力 大　熊　　　潔

田　中　光　男
近　藤　恵　吾 吉　田　　　茂 庄　崎　松　男 庄　崎　松　男 庄　崎　松　男
植　田　正　明 吉　田　克　郎 田々井　　靖 石　井　貞　雄 箱　崎　光　康
田　中　啓　次 　 　 広　田　　　訓

千　葉　宗　男
勝　見　　　武

１３地区
理事

１２地区
理事

１地区
理事

２地区
理事

３地区
理事

８地区
理事

１１地区
理事

１０地区
理事

５地区
理事

歴代役員・理事（昭和55年～平成元年）

顧問

７地区
理事

参与

副会長

会計

９地区
理事

６地区
理事

監事

同副部長

書記

４地区
理事



回　　次 11～12 13～14 15～16 17～18 19～20

暦　　年 平成２～３年 平成４～５年 平成６～７年 平成８～９年 平成１０～１１年

松　永　しげる 松　永　しげる 松　永　しげる 松　永　しげる 松　永　しげる
小　出　昭　維 小　出　昭　維 小　出　昭　維 小　出　昭　維 小　出　昭　維
小　島　武　久 小　島　武　久 小　島　武　久 小　島　武　久 小　島　武　久
田　中　　　洋 田　中　　　洋 田　中　　　洋 田　中　　　洋 田　中　　　洋
　 　 　 　 　

会長 浮　谷　貞　雄 浮　谷　貞　雄 浮　谷　貞　雄 中　川　　　実 中　川　　　実
村　井　源四郎 村　井　源四郎 中　川　　　実 渡　辺　友　三 渡　辺　友　三
中　川　　　実 中　川　　　実 中　嶋　貞　行 中　嶋　貞　行 中　嶋　貞　行
中　嶋　貞　行 中　嶋　貞　行 関　　　直　明 関　　　直　明 関　　　直　明

理事長 　 　 箱　崎　光　康 箱　崎　光　康 箱　崎　光　康
事務局長 岩　淵　義　男 岩　淵　義　男 岩　淵　義　男 岩　淵　義　男 岩　淵　義　男

勝　見　　　武 勝　見　　　武 勝　見　　　武 勝　見　　　武 勝　見　　　武
諸　橋　　　力 諸　橋　　　力 諸　橋　　　力 諸　橋　　　力 諸　橋　　　力
箱　崎　光　康 箱　崎　光　康 中　山　雅　之 中　山　雅　之 中　山　雅　之
中　山　雅　之 中　山　雅　之 田　村　佶　也 田　村　佶　也
梶　原　謙　市 篠　崎　義　治 篠　崎　義　治 篠　崎　義　治 篠　崎　義　治
沖　野　三　郎 沖　野　三　郎 渡　　　伸　夫 渡　　　伸　夫 渡　　　伸　夫

審判部長 中　村　勝　彦 中　村　勝　彦 吉　成　　　好 吉　成　　　好 吉　成　　　好
近　田　秀　男 近　田　秀　男 近　田　秀　男 近　田　秀　男 福　岡　陽　一
吉　成　　　好 吉　成　　　好 箱　崎　光　康 箱　崎　光　康 諸　橋　　　力
及　川　一　彦 箱　崎　光　康 諸　橋　　　力 諸　橋　　　力
諸　橋　　　力 諸　橋　　　力

総務部長 岩　淵　義　男 岩　淵　義　男 高　野　　　清 高　野　　　清 近　田　秀　男
同副部長 高　野　　　清 高　野　　　清 　 　 　
事業部長 － － － － －
同副部長 － － － － －

平成２～３年 平成４～５年 平成６～７年 平成８～９年 平成１０～１１年

中　村　勝　彦 中　村　勝　彦 福　岡　陽　一 福　岡　陽　一 福　岡　陽　一
青　木　一　明 青　木　一　明 小　原　栄　三 小　原　栄　三 小　原　栄　三

福　岡　陽　一 中　村　勝　彦 中　村　勝　彦 中　村　　　恵
中　山　雅　之 中　山　雅　之 中　山　雅　之 中　山　雅　之 中　山　雅　之
河　野　康　男 市　川　重　雄 市　川　重　雄 市　川　重　雄 市　川　重　雄
　 ５年 酒井　正弘 酒　井　正　弘 酒　井　正　弘 酒　井　正　弘

田　村　佶　也 田　村　佶　也 近　田　秀　男 近　田　秀　男 近　田　秀　男
近　田　秀　男 近　田　秀　男 田　村　佶　也 田　村　佶　也 田　村　佶　也
山　田　　　修 高　野　富士雪 高　野　富士雪 高　野　富士雪 高　野　富士雪
高　野　富士雪 小　松　希　一 小　松　希　一 小　松　希　一 小　松　希　一
友　沢　仙　治 友　沢　仙　治 富　井　　　永 富　井　　　永 山　崎　邦　康
　 　 　 　 　
多　田　常次郎 多　田　常次郎 岩　淵　義　男 岩　淵　義　男 岩　淵　義　男
岩　淵　義　男 　 　 　 　
平　山　堅　一 平　山　堅　一 平　山　堅　一 平　山　堅　一 平　山　堅　一
及　川　一　彦 飯　野　俊　郎 森　　　達　夫 森　　　達　夫 森　　　達　夫
飯　野　俊　郎
梶　原　謙　市 ５年 小林　章悟 小　林　章　悟 小　林　章　悟 酒　寄　一　雄
　 　 　 　 　
染　谷　博　史 染　谷　博　史 山　崎　芳　伸 山　崎　芳　伸 山　崎　芳　伸
安　西　忠　良 安　西　忠　良 　 　 　
脇　坂　清　一 脇　坂　清　一 沖　野　三　郎 梅　津　市五郎 梅　津　市五郎
田　口　　　喬 田　口　　　喬 脇　坂　清　一 長谷川　重　雄 諸　橋　　　力
沖　野　三　郎 沖　野　三　郎 梅　津　市五郎 諸　橋　　　力 田　中　優　一

長谷川　重　雄
竹　内　忠　之 竹　内　忠　之 竹　内　忠　之 竹　内　忠　之 竹　内　忠　之
花　泉　好　一 花　泉　好　一 花　泉　好　一 見　岡　忠　司 見　岡　忠　司
諸　橋　　　力 諸　橋　　　力 渡　　　伸　夫 出　水　武　明 成　原　義　廣
出　水　武　明 出　水　武　明 出　水　武　明 成　原　義　廣 牧　谷　紀　彦
今　井　貞　夫 今　井　貞　夫 成　原　義　廣 福　島　泰　蔵 　
小　松　勝　美 小　松　勝　美 田　中　光　男 　 　

今　井　貞　夫 　 　
箱　崎　光　康 箱　崎　光　康 箱　崎　光　康 千　葉　宗　男 千　葉　宗　男
庄　崎　松　男 千　葉　宗　男 千　葉　宗　男 勝　見　　　武 勝　見　　　武
千　葉　宗　男 勝　見　　　武 勝　見　　　武 今　井　貞　夫 今　井　貞　夫
勝　見　　　武 五十崎　　僚 五十崎　　僚

　

　

歴代役員・理事（平成2年～平成11年）

４地区
理事

５地区
理事

同副部長

顧問

３地区
理事

会計

参与

書記

監事

８地区
理事

１地区
理事

副会長

７地区
理事

１３地区
理事

１０地区
理事

１１地区
理事

１２地区
理事

９地区
理事

２地区
理事

６地区
理事



回　　次 21～22 23～24 25～26 27～28 29～30

暦　　年 平成12～13年 平成14～15年 平成16～17年 平成18～19年 平成20～21年

名誉会長 名誉会長 千　葉　光　行 千　葉　光　行 千　葉　光　行

渡　辺　博　道 渡　辺　博　道

薗　浦　健太郎
松　永　しげる 松　永　しげる 小　出　昭　維 小　出　昭　維 小　出　昭　維
小　出　昭　維 小　出　昭　維 小　島　武　久 小　島　武　久 小　島　武　久
小　島　武　久 小　島　武　久 田　中　　　洋 田　中　　　洋 田　中　　　洋
田　中　　　洋 田　中　　　洋 関　　　直　明 関　　　直　明 関　　　直　明
関　　　直　明 関　　　直　明 松　井　　　努 松　井　　　努 松　井　　　努

会長 中　川　　　実 会長 中　川　　　実 中　川　　　実 中　川　　　実 中　川　　　実
中　嶋　貞　行 中　嶋　貞　行 中　嶋　貞　行 中　嶋　貞　行 中　嶋　貞　行
渡　辺　友　三 渡　辺　友　三 渡　辺　友　三 渡　辺　友　三 渡　辺　友　三
吉　成　　　好 吉　成　　　好 吉　成　　　好 吉　成　　　好 吉　成　　　好

理事長 吉　成　　　好 理事長 吉　成　　　好 吉　成　　　好 吉　成　　　好 吉　成　　　好
－ 中　村　　　恵 中　村　　　恵 中　村　　　恵 中　村　　　恵
－ 武　田　吉　兵 武　田　吉　兵 武　田　吉　兵 武　田　吉　兵
－ 尾　藤　利　昭 尾　藤　利　昭 尾　藤　利　昭 尾　藤　利　昭

小　原　栄　三 小　原　栄　三 小　原　栄　三 小　原　栄　三 澤　田　正　夫
近　田　秀　男 近　田　秀　男 近　田　秀　男
中　山　雅　之 中　山　雅　之 中　山　雅　之 中　山　雅　之 中　山　雅　之
田　村　佶　也 田　村　佶　也 田　村　佶　也 田　村　佶　也 田　村　佶　也
篠　崎　義　治 篠　崎　義　治 篠　崎　義　治 浮　津　憲二郎 浮　津　憲二郎
浮　津　憲二郎 浮　津　憲二郎 浮　津　憲二郎 高　田　弘　二 高　田　弘　二

審判部長 諸　橋　　　力 審判部長 諸　橋　　　力 諸　橋　　　力 諸　橋　　　力 諸　橋　　　力
平　山　堅　一 平　山　堅　一 平　山　堅　一 平　山　堅　一 平　山　堅　一
今　井　貞　夫 今　井　貞　夫 尾　藤　利　昭 尾　藤　利　昭 尾　藤　利　昭

総務部長 斉　藤　文　男 総務部長 斉　藤　文　男 斉　藤　文　男 斉　藤　文　男 斉　藤　文　男
三　宮　実　美 関　口　眞　靖 伊　藤　和　義 伊　藤　和　義 伊　藤　和　義
森　　　達　夫 中　澤　　　洋

事業部長 － 事業部長 小　松　希　一 小　松　希　一 小　松　希　一 小　松　希　一
－ 山　田　　　修 山　田　　　修 山　田　　　修 山　田　　　修
－ 加　藤　久　雄 五　嶌　誠　司 五　嶌　誠　司 五　嶌　誠　司
－ 成　原　義　廣 成　原　義　廣 成　原　義　廣 成　原　義　廣

経理部長 － 経理部長 今　井　貞　夫 丸　山　健　次 丸　山　健　次 丸　山　健　次
平成12～13年 平成14～15年 平成16～17年 平成18～19年 平成20～21年

福　岡　陽　一 高　橋　　　晶 高　橋　　　晶 高　橋　　　晶 小　原　栄　三
小　原　栄　三 藤　井　宣　幸 広　沢　一　幸 市　川　重　雄 大　塚　高　広
中　村　　　恵 関　口　眞　靖 坪　谷　和　巳 内　藤　　　功 黒　田　茂　郎
中　山　雅　之 　 　 　 　
市　川　重　雄 　 　 　 　

酒　井　正　弘

近　田　秀　男 田　村　佶　也 田　村　佶　也 田　村　佶　也 澤　田　正　夫
田　村　佶　也 近　田　秀　男 近　田　秀　男 満　江　祥　司 満　江　祥　司
高　野　富士雪 品　田　隆　幸 満　江　祥　司 本　城　武　史 菊　地　文　好
小　松　希　一
山　崎　邦　康 渡　辺　宏　一 小松崎　　　孝 中　島　隆　司 麻　生　　　恵
　 藤　原　義　弘 中　島　隆　司 富　井　　　永 大　石　　　誠
岩　淵　義　男 東　條　　　満 木　村　功　一 麻　生　　　恵 笹　本　好　孝
　
山　崎　芳　伸
　
梅　津　市五郎
諸　橋　　　力
田　中　優　一
　
平　山　堅　一 宇　崎　　　隆 宇　崎　　　隆 酒　寄　一　雄 酒　寄　一　雄
森　　　達　夫 飯　　　忠　司 酒　寄　一　雄 中　澤　　　洋 原　田　　　真

中　澤　　　洋 山　田　春　二 伊　藤　隆　司 阿　部　邦　彦
酒　寄　一　雄
　
竹　内　忠　之 見　岡　忠　司 見　岡　忠　司 見　岡　忠　司 見　岡　忠　司
花　泉　好　一 渡　辺　修　二 渡　辺　修　二 渡　辺　修　二 渡　辺　修　二
成　原　義　廣 伊　藤　和　義 伊　藤　和　義 伊　藤　和　義 伊　藤　和　義
牧　谷　紀　彦
　
　
浮　津　憲二郎 浮　津　憲二郎 浮　津　憲二郎 浮　津　憲二郎 澤　崎　和　雄
丸　山　健　次 丸　山　健　次 丸　山　健　次 丸　山　健　次 永　浜　謙　司
五十崎　　僚 五十崎　　僚 澤　崎　和　雄 澤　崎　和　雄 横　山　昌　典

※　平成１４年度よりブロック制となりました。（理事は各ブロック３名体制）　

　

第５ブロック
理事

９地区
理事

１３地区
理事

１１地区
理事

第６ブロック
理事

第３ブロック
理事

第４ブロック
理事

１０地区
理事

１２地区
理事

８地区
理事

参与

第２ブロック
理事

会計

副会長

同副部長

書記

第１ブロック
理事

監事

４地区
理事

同副部長

歴代役員・理事（平成12年～平成21年）

５地区
理事

７地区
理事

６地区
理事

同副部長 同副部長

同副部長

１地区
理事

２地区
理事

３地区
理事

顧問 顧問

副理事長

同副部長

参与

副会長

副理事長

会計

監事

書記



回　　次 31～32 33～34 35～36 37～38 39～40

暦　　年 平成22～23年 平成24～25年 平成26～27年 平成28～29年 平成30～31年

名誉会長 大久保　　博 大久保　　博 大久保　　博 大久保　　博 村　越　祐　民

渡　辺　博　道 渡　辺　博　道 渡　辺　博　道 渡　辺　博　道 渡　辺　博　道

薗　浦　健太郎 薗　浦　健太郎 薗　浦　健太郎 薗　浦　健太郎 薗　浦　健太郎

小　出　昭　維 小　出　昭　維 小　出　昭　維 小　出　昭　維 小　出　昭　維

小　島　武　久 小　島　武　久 小　島　武　久 小　島　武　久 小　島　武　久

田　中　　　洋 田　中　　　洋 田　中　　　洋 田　中　　　洋 田　中　　　洋

松　井　　　努 松　井　　　努 松　井　　　努 松　井　　　努 松　井　　　努

加　藤　武　央 加　藤　武　央 加　藤　武　央 加　藤　武　央

中　川　　実 中　川　　実 中　川　　実 中　川　　実 中　川　　実

吉　成　　好 吉　成　　好 山　田　　修

会長 吉　成　　　好 中　嶋　貞　行 中　嶋　貞　行 中　嶋　貞　行 中　嶋　貞　行

中　嶋　貞　行 渡　辺　友　三 渡　辺　友　三 尾　藤　利　昭 尾　藤　利　昭

渡　辺　友　三 尾　藤　利　昭 　 中　村　　　恵

諸　橋　　　力 　 　

理事長 尾　藤　利　昭 尾　藤　利　昭 尾　藤　利　昭 小　松　希　一 五　嶌　誠　司

中　村　　恵 中　村　　恵 中　村　　恵 中　村　　恵 宇佐見　剛　史

山　田　　修 山　田　　修 山　田　　修 澤　田　正　夫 満　江　祥　司

五　嶌　誠　司 五　嶌　誠　司 五　嶌　誠　司 麻　生　　恵 佐　藤　賀　一

武　田　吉　兵 酒　寄　一　雄 酒　寄　一　雄 酒　寄　一　雄 酒　寄　一　雄

渡　邊　修　二 平　山　　司 平　山　　司 平　山　　司 平　山　　　司

永　浜　謙　司 永　浜　謙　司 永　浜　謙　司 永　浜　謙　司 永　浜　謙　司

事務局長 小　松　希　一 小　松　希　一 五　嶌　誠　司 高　田　弘　二

総務部長 小　松　希　一 小　松　希　一 高　田　弘　二 高　田　弘　二 勅使河原　聡

審判部長 平　山　堅　一 平　山　堅　一 三　井　健　一 三  井　健  一 三  井　健  一

経理部長 澤　田　正　夫 澤　田　正　夫 澤　田　正　夫 澤　田　正　夫 澤　田　正　夫

事業部長 酒　寄　一　雄 高　田　弘　二 塚　原　良　光 塚　原　良　光 塚　原　良　光

事業部次長 高　田　弘　二

会計 菊　地　文　好 菊　地　文　好 田　島　　剛 田　島　　剛 田　島　　　剛

中　山　雅　之 小　原　栄　三 小　原　栄　三 山　田　　修 成　原　義　廣

齋　藤　文　男 成　原　義　廣 成　原　義　廣 成　原　義　廣 麻　生　　　恵

平成22～23年 平成24～25年 平成26～27年 平成28～29年 平成30～31年

高　橋　　晶 松　丸　辰　哉 勅使河原　聡 勅使河原　聡 我　妻　正　敏

尾　山　　孝 市　川　重　雄 黒　田　茂　郎 我　妻　正　敏 髙　橋　彰　宏

勅使河原　聡 勅使河原　聡 尾　山　　孝 宇佐見　剛　史 近　藤　治　子

満　江　祥　司 満　江　祥　司 満　江　祥　司 満　江　祥　司 樋　口　高　志

菊　地　文　好 菊　地　文　好 菊　地　文　好 樋　口　高　志 百　田　　　仁

斎　藤　通　治 斎　藤　通　治 斎　藤　通　治 中　島　孝　浩 藤　井　博　嗣

麻　生　　恵 麻　生　　恵 麻　生　　恵 佐  藤　眞  弘 石　川　英　介

小  島　  博 小  島　  博 小  島　  博 石　川　英　介 小　林　　　清

佐  藤　眞  弘 佐  藤　眞  弘 佐  藤　眞  弘 佐　藤　賀　一 清　水　康　裕

三  谷　博  之 坂　居　由　一 加  藤　隆  文　 阿　部　邦　彦 阿　部　邦　彦

中  澤　  洋 中  澤　  洋 阿　部　邦　彦 加  藤　隆  文　 加  藤　隆  文　

阿　部　邦　彦 阿　部　邦　彦 関　　利　一 関　　利　一 関　　　利　一

見　岡　忠　司 渡　邊　修　二 朝　木　宏　之 鎌　田　寛　之 田　島　　剛

粕　谷　貴　文 粕　谷　貴　文 渡　邊　修　二 田　島　　剛 朝　木　宏　之

塚　原　良　光 塚　原　良　光 田　島　　剛 朝　木　宏　之 鎌　田　寛　之

横　山　昌　典 横　山　昌　典 横　山　昌　典 茂　木　伸　悦 茂　木　伸　悦

茂　木　伸　悦 茂　木　伸　悦 茂　木　伸　悦 竹之内　勝　吉 竹之内　勝　吉

竹之内　勝　吉 竹之内　勝　吉 竹之内　勝　吉 山　口　繁　樹 山　口　繁　樹

第１ﾌﾞﾛｯｸ事務局 中　村　　恵 勅使河原　聡 勅使河原　聡 勅使河原　聡 我　妻　正　敏

第２ﾌﾞﾛｯｸ事務局 小　松　希　一 小　松　希　一 満　江　祥　司 満　江　祥　司 満　江　祥　司

第３ﾌﾞﾛｯｸ事務局 五　嶌　誠　司 五　嶌　誠　司 五　嶌　誠　司 佐  藤　眞  弘 佐　藤　賀　一

第４ﾌﾞﾛｯｸ事務局 高　田　弘　二 高　田　弘　二 高　田　弘　二 高　田　弘　二 加  藤　隆  文　

第５ﾌﾞﾛｯｸ事務局 塚　原　良　光 塚　原　良　光 朝　木　宏　之 朝　木　宏　之 朝　木　宏　之

第６ﾌﾞﾛｯｸ事務局 永　浜　謙　司 永　浜　謙　司 永　浜　謙　司 茂　木　伸　悦 茂　木　伸　悦

副理事長

監査

歴代役員・理事（平成22年～平成31年）

第６ブロック

第４ブロック

第５ブロック

第２ブロック

第１ブロック

顧問

副会長

第３ブロック

相談役

参与



地区 昭和５５～５６年昭和５７～５８年昭和５９～６０年昭和６１～６２年昭和６３～元年

１地区 佐々木　篤　生 佐々木　篤　生 佐々木　篤　生 鈴　木　義三郎 鈴　木　義三郎

２地区 増　田　宏　司 増　田　宏　司 増　田　宏　司 増　田　宏　司 増　田　宏　司

３地区 今　尾　錦三郎 今　尾　錦三郎 酒　井　正　弘 － －

４地区 村　越　静　雄 村　越　静　雄 村　越　静　雄 村　越　静　雄 村　越　静　雄

５地区 戸　室　忠　夫 戸　室　忠　夫 戸　室　忠　夫 友　沢　仙　治 高　野　　　清

６地区 増　田　友　次 増　田　友　次 増　田　友　次 斎　藤　晴　康 斎　藤　晴　康

７地区 藤　井　好　瑞 藤　井　好　瑞 藤　井　好　瑞 篠　崎　義　治 篠　崎　義　治

８地区 大　野　順　雅 大　野　順　雅 高　山　万　也 梶　原　謙　市 梶　原　謙　市

９地区 友　松　　　章 友　松　　　章 友　松　　　章 安　西　忠　良 安　西　忠　良

１０地区 只　野　忠　勝 只　野　忠　勝 只　野　忠　勝 吉　成　　　好 吉　成　　　好

１１地区 大　野　久　夫 大　野　久　夫 井　坂　心　一 小　森　栄　一 小　森　栄　一

１２地区 安　野　　　智 安　野　　　智 高　橋　徳　男 高　橋　徳　男 高　橋　徳　男

１３地区 村　井　源四郎 村　井　源四郎 箱　崎　光　康 箱　崎　光　康 箱　崎　光　康

　

地区 平成２～３年 平成４～５年 平成６～７年 平成８～９年 平成10～11年

１地区 鈴　木　義三郎 鈴　木　義三郎 亀　山　竹　蔵 横　田　豊　一 横　田　豊　一

２地区 増　田　宏　司 中　山　雅　之 中　山　雅　之 中　山　雅　之 中　山　雅　之

３地区 － 酒　井　正　弘 酒　井　正　弘 酒　井　正　弘 酒　井　正　弘

４地区 山　田　　　修 山　田　　　修 山　田　　　修 山　田　　　修 山　田　　　修

５地区 高　野　　　清 高　野　　　清 高　野　　　清 高　野　　　清 富　井　　　永

６地区 岩　淵　義　男 岩　淵　義　男 岩　淵　義　男 岩　淵　義　男 岩　淵　義　男

７地区 篠　崎　義　治 篠　崎　義　治 篠　崎　義　治 篠　崎　義　治 篠　崎　義　治

８地区 梶　原　謙　市 武　田　吉　兵 武　田　吉　兵 武　田　吉　兵 武　田　吉　兵

９地区 染　谷　博　史 染　谷　博　史 渡　辺　宏　一 渡　辺　宏　一 渡　辺　宏　一

１０地区 吉　成　　　好 吉　成　　　好 吉　成　　　好 吉　成　　　好 吉　成　　　好

１１地区 桑　本　秀　俊 玉　木　　　博 玉　木　　　博 花　泉　好　一 花　泉　好　一

１２地区 渡　　　伸　夫 渡　　　伸　夫 渡　　　伸　夫 渡　　　伸　夫 渡　　　伸　夫

１３地区 箱　崎　光　康 箱　崎　光　康 箱　崎　光　康 箱　崎　光　康 箱　崎　光　康

　

地区 平成12～13年 ブロック制 平成14～15年 平成16～17年 平成18～19年 平成20～21年

１地区 横　田　豊　一

２地区 中　山　雅　之

３地区 酒　井　正　弘

４地区 山　田　　　修 第２ブロック 山　田　　　修 山　田　　　修 山　田　　　修 山　田　　　修

５地区 富　井　　　永

６地区 岩　淵　義　男

９地区 渡　辺　宏　一

１０地区 吉　成　　　好

７地区 篠　崎　義　治

８地区 武　田　吉　兵

１１地区 花　泉　好　一

１２地区 渡　　　伸　夫

１３地区 尾　藤　利　昭 第６ブロック 尾　藤　利　昭 尾　藤　利　昭 尾　藤　利　昭 尾　藤　利　昭

ブロック 平成22～23年 平成24～25年 平成26～27年 平成28～29年 平成30～31年

第１ブロック 中　村　　恵 中　村　　恵 中　村　　恵 中　村　　恵 宇佐見　剛　史

第２ブロック 山　田　　修 山　田　　修 山　田　　修 澤　田　正　夫 満　江　祥　司

第３ブロック 五　嶌　誠　司 五　嶌　誠　司 五　嶌　誠　司 麻　生　　恵 佐　藤　賀　一

第４ブロック 武　田　吉　兵 酒　寄　一　雄 酒　寄　一　雄 酒　寄　一　雄 酒　寄　一　雄

第５ブロック 渡　邊　修　二 平　山　　司 平　山　　司 平　山　　司 平　山　　　司

第６ブロック 永　浜　謙　司 永　浜　謙　司 永　浜　謙　司 永　浜　謙　司 永　浜　謙　司

※　平成１４年度よりブロック制となりました。

歴代支部長・ブロック長

中　村　　　恵

五　嶌　誠　司

武　田　吉　兵

中　村　　　恵

五　嶌　誠　司

中　村　　　恵

成　原　義　廣

中　村　　　恵

五　嶌　誠　司

武　田　吉　兵

成　原　義　廣

武　田　吉　兵

成　原　義　廣第５ブロック

加　藤　久　雄

武　田　吉　兵

第３ブロック

成　原　義　廣

第１ブロック

第４ブロック



　

ブロックに所属する主な町名

　
　

名誉会長 総会

経理部

会長

理事長

総務部

役員会

理事会

高谷、原木、田尻、幸、宝、塩焼、富浜、末広、関ヶ
島、妙典、下新宿

行徳駅前、南行徳、広尾、香取、欠真間、新井、新
浜、福栄、塩浜、入江、日之出

第１ブロック

第２ブロック

菅野、東菅野、本北方、平田、新田、南八幡、八幡、
鬼越、鬼高、大洲、稲荷木、大和田

殿台、大町、大野町、南大野、柏井町、奉免町、若
宮、中山、高石神、北方１，３丁目、本北方２丁目

北国分、中国分、国府台、市川、真間、市川南、新田

曽谷、国分、東国分、宮久保、北方、下貝塚、稲越町

ブロック長、理事３名

市川市少年野球連盟組織図

審判部

参与

会議体

会計

監事
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副理事長
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ブロック長、理事３名
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