
JCR歴代役員名簿

昭和48年 平成元、2年度 平成7、8年度
発起人　 安河内　浩 会長 平松　慶博 会長 山下　　孝

大竹　久 副会長 山下　　孝 副会長 澤田　　敏
嶋長　陽一 幹事 勝山　直文 幹事 五十嵐義晃

児島　完治 伊藤　和夫
昭和48年～57年 澤田　　敏 伊藤　勝陽
会長 坪郷　義崇 神宮　賢一 江原　茂
幹事 平松　慶博 関谷　　透 遠藤　啓吾

安河内　浩 玉川　芳春 小田切邦雄

利波　紀久 工藤　　祥

昭和58、59年度 中村　仁信 甲田　英一
会長 安河内　浩 水野　富一 西村　恒彦
幹事 稲本　一夫 林　　信成

大場　覚 平成3、4年度 早渕　尚文
勝部　吉雄 会長 山下　　孝 晴山　雅人
酒井　邦夫 副会長 澤田　　敏 菱川　良夫
髙橋　陸正 玉川　芳春 松井　　修
平松　慶博 幹事 今枝　孟義
山下　　孝 小田切邦雄 平成9、10年度

勝山　直文 会長 遠藤　啓吾
昭和60、61年度 神宮　賢一 副会長 甲田　英一
会長 平松　慶博 関谷　　透 早渕　尚文
幹事 稲本　一夫 利波　紀久 幹事 五十嵐義晃

大場　覚 中村　仁信 石口　恒男
勝山　直文 西谷　弘 伊藤　勝陽
児島　完治 晴山　雅人 煎本　正博
酒井　邦夫 水野　富一 江原　茂
髙橋　陸正 工藤　　祥
山下　　孝 平成5、6年度 鳴海 善文

会長 山下　　孝 南部　敏和
昭和62、63年度 副会長 澤田　　敏 幡野　和男
会長 平松　慶博 関谷　　透 幡生　寛人
幹事 勝山　直文 幹事 江原　茂 林　　信成

児島　完治 遠藤　啓吾 菱川　良夫
酒井　邦夫 小田切邦雄 福田　国彦
澤田　　敏 勝山　直文 松永　尚文
神宮　賢一 甲田　英一 監事 平敷　淳子
利波　紀久 早渕　尚文 宗近　宏次
西川　潤一 晴山　雅人
山下　　孝 菱川　良夫

松井　　修
水谷　弘和
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平成11、12年度 平成15、16年度 平成19、20年度
会長 遠藤　啓吾 会長 中島　康雄 理事長 中島　康雄
副会長 伊藤　勝陽 副会長 藏原　一郎 副理事長 井田 正博

福田　国彦 水沼 仁孝 大西 洋
幹事 石口　恒男 幹事 新井　正典 理事 安藤　　裕

煎本　正博 井田 正博 江原　茂
菊池　陽一 市川　太郎 遠藤登喜子
工藤　　祥 井上登美夫 金澤　右
興梠　征典 遠藤登喜子 唐澤　克之
杉村　和朗 大友　邦 川平幸三郎
仲澤　聖則 鬼塚　英雄 齋田　幸久
中島　康雄 金澤　右 杉本　英治
成松　芳明 川平建次郎 曽根　美雪
鳴海 善文 川平幸三郎 高野 英行
西村　恭昌 興梠　征典 中川　恵一
幡生　寛人 杉村　和朗 中元　和也
林　　信成 高橋　昭喜 難波　俊司
本田　憲業 田村　健治 早川 克己
松永　尚文 富樫かおり 廣田　省三
水沼 仁孝 成松　芳明 古川　　顕
山田　章吾 難波　俊司 本田　憲業

監事 平敷　淳子 西村　恭昌 松本 俊郎
宗近　宏次 早川　和重 水沼 仁孝

早川 克己 村中　　光
広瀬　一年 山田　　惠
本田　憲業 監事 大友　邦
御供　政紀　 小川　健二
宮山　士朗
村中　　光
吉田　　裕

監事 橋本　省三
平敷　淳子

平成13、14年度 平成17、18年度 平成21、22年度
会長 遠藤　啓吾 会長 中島　康雄 理事長 水沼 仁孝
副会長 福田　国彦 副会長 水沼 仁孝 副理事長 井田 正博
幹事 石口　恒男 村中　　光 大西 洋

市川　太郎 幹事 安藤　　裕 理事 安藤　　裕
煎本　正博 井田 正博 石藏　礼一
興梠　征典 井上登美夫 川島 博子
杉村　和朗 江原　茂 五味　弘道
仲澤　聖則 遠藤登喜子 曽根　美雪
中島　康雄 大西 洋 高木 亮
成松　芳明 金澤　右 高野 英行
鳴海 善文 唐澤　克之 竹原 康雄
西村　恭昌 川平幸三郎 永田　靖
幡生　寛人 興梠　征典 兵頭 秀樹
本田　憲業 齋田　幸久 平田　秀紀
松永　尚文 坂本　　力 古川　　顕
水沼 仁孝 佐野　久美子 星川　嘉一
山田　章吾 中川　恵一 松尾 義朋

監事 橋本　省三 中元　和也 松本 俊郎
平敷　淳子 難波　俊司 山田　　惠

早川 克己 渡邉 嘉之
廣田　省三 監事 大友　邦
本田　憲業 中島　康雄
松本 俊郎

監事 甲田　英一
平敷　淳子
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2011-12 2013-14 2015-16
平成23、24年度 平成25、26年度 平成27、28年度
理事長 水沼 仁孝 理事長 水沼 仁孝 理事長 井田 正博
副理事長 井田 正博 副理事長 井田 正博 副理事長 大西 洋

大西 洋 大西 洋 山田　　惠
理事 芦澤　和人 理事 芦澤　和人 高野 英行

安藤　　裕 安藤　　裕 松本 俊郎
生島 仁史 生島 仁史 理事　 芦澤　和人
石藏　礼一 石藏　礼一 生島 仁史
川島 博子 高木 亮 石藏　礼一
高木 亮 高瀬 圭 木戸　　晶
高瀬 圭 高野 英行 菅　　一能
高野 英行 竹原 康雄 高木 亮
竹原 康雄 玉川　光春 高瀬 圭
永田　靖 永田　靖 竹原 康雄
兵頭 秀樹 兵頭 秀樹 永田　靖
平田　秀紀 平田　秀紀 中塚　豊真
古川　　顕 古川　　顕 畠中　正光
又吉　　隆 又吉　　隆 平川　雅和
松尾 義朋 松尾 義朋 福倉　良彦
松本 俊郎 松本 俊郎 古川　　顕
三村　秀文 三村　秀文 村上　康二
村上　康二 村上　康二 渡邉 嘉之
山門亨一郎 山門亨一郎 特任理事 ウッドハムス玲子
山田　　惠 山田　　惠 又吉 隆
渡邉 嘉之 渡邉 嘉之 永倉 久泰

監事 杉村 和朗 特任理事 ウッドハムス玲子 松尾 義朋
中島 康雄 木戸　　晶 松林（名本）　路花

松林（名本）　路花 三村 秀文
監事 杉村 和朗 監事 本田　　浩

中島 康雄 水沼 仁孝
顧問 遠藤 啓吾

杉村 和朗
中島 康雄
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2017-18 2019-20
平成29、30年度 平成31（令和1）年、令和2年
理事長 井田 正博 理事長 井田 正博
副理事長 大西 洋 副理事長 大西 洋

山田 惠 山田　　惠
高野 英行 高野 英行
松本 俊郎 松本 俊郎

理事　 芦澤 和人 理事　 芦澤 和人
生島 仁史 生島 仁史
石藏 礼一 石藏 礼一
入江 裕之 稲岡 努
ウッドハムス玲子 入江 裕之
大田 英揮 氏田 万寿夫
川上 剛 ウッドハムス玲子
木戸 晶 大田 英揮
加藤 勝也 川上 剛
竹原 康雄 木戸 晶
菅　　一能 城戸 輝仁
永倉 久泰 加藤 勝也
中塚 豊真 竹原 康雄
中村 聡明 永倉 久泰
畠中 正光 中塚 豊真
平井 俊範 中村 聡明
平川 雅和 畠中 正光
福倉 良彦 平井 俊範
古川  顕 平川 雅和
渡邉 嘉之 福倉 良彦

特任理事 内田　伸恵 古川  顕
淡河恵津世 松林（名本）路花
中村　聡明 渡邉 嘉之
若月　　優 特任理事 大野 和子
吉村　真奈 宇都宮 大輔

監事 今井 裕 内田 伸恵
水沼 仁孝 淡河 恵津世

顧問 遠藤 啓吾 髙橋 哲
杉村 和朗 高木 亮
中島 康雄 藤本 肇

村上 康二
吉村 真奈
若月 優

監事 青木 茂樹
水沼 仁孝

顧問 遠藤 啓吾
福田 国彦
中島 康雄

参与 熊野 正士


