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情報連絡係 卒回

松　　川 高橋  岑俊 高15 36-3950
巻井清人(高14)  松村直彦(高15)
宮澤国光(高15)  倉田利宏(高16)
宮下壮一(高19） 高坂敏昭(高21)

宮澤　国光(高15)j 宮澤 国光 高15

高　　森 櫻田 憲夫 高11 35-2841 小川文雄（高15） 上沼清一(高19)j 福島　昇 高18

上　　郷 櫛原利喜夫 高10 23-6523 中島正韶(高11） 斎藤　純(高16) 清水謙一(高20)j 清水 謙一 高20

阿　　智 矢澤　正之 高22 43-2070
近藤　直孝(高13) 原　満征(高13)
山内　常弘(高26)

佐藤卓郎(高33)k 佐藤 卓郎 高33

根　　羽 石原　忠正 高６ 49-2017 小木曽 亮弌(高10) 宮内良隆(高35)j 石原 幸伸 高45

下　　條 河上　展勇 高11 0260-27-2768
下嶋一英(高13)　丸山浩子（高
23）

亀割国勝(高19)k
宮島俊明(高22)J

宮島 俊明 高22

阿　　南 小林　勝 高16 0260-22-2523 中島芳久(17) 藤本光利(高18) 林　一仁(高22)j 林　一仁 高22

天　　竜 村澤　仁美 高22 0260-32-2157 松下清治（高23) 永嶺誠一(高33)j 永嶺 誠一 高33

泰　　阜 秦　和陽児 高20 0260-26-2014 平栗 實(高9) 篠田精睦(高13) 木下茂利(高20)k 木下 茂利 高20

喬　　木 澤柳 宗正 高9 33-2102
木下平吉（高10）　橋爪稔（高
13）

田中正輝(高28)j 田中 正輝 高28

豊　　丘 大澤　俊郎 高11 35-3286 大原俊一(高12)  竹村公成(高13) 本多和彦(高35)j 本多 和彦 高35

大　　鹿 阿部　勝俊 高13 39-2746 岩本 純一(高17) 岩本純一(高17)j 神崎 あさ子 高22

遠　　山 山﨑　博文 高８ 0260-34-2291 遠山成信(高15) 佐藤光弘(高15) 酒井郁夫(高27) 酒井 郁夫 高27

橋　　南 原　勉 高20 22-0193 伊坪 弘年(高18) 外松秀康(高26） 尾太 慎二(高32)j 尾太 慎二 高32

市 役 所 牧野　光朗
会長

高32 22-4511
副会長 代田 昭久(高36)
副会長 佐藤　健(高38)

遠山 昌和(高31)k 和泉 忠志 高34

橋　　北 澤柳　紀彦 高５ 22-5930 柴田 忠昭(高13) 長沼万里(高26) 松尾　旭(高10)k 松尾　旭 高10

東　　野 高田　大八 高９ 52-0762 小島康晴(高26) 高田大八(高9)j 高田 大八 高９

丸　　山 中島信行 高10 59-7355
池田延史(高12)　小沢伸好（高
19）

池田延史(高12)k 池田 延史 高12

羽　　場 木下　高司 高17 22-5973
吉澤裕美子(高19)　松沢章人(高
17)

佐々木祥二（高
18)j

佐々木 祥二 高18

座 光 寺 湯沢　英範 高12 22-1455 今村作衛(高14) 湯沢英範(高12)k 片桐 芳治 高21

松　　尾 小木曽博人 高19      24-2497
佐々木寛雄(高24)
女性部長：玉置すみ子(高20)

今村 洋一(高20)k 今村 洋一 高20

下 久 堅 岡島　巌 高13 29-8279 平沢　豊(高14) 岡嶌 武志(高18)j 岡嶌 武志 高18

竜　　丘 木下　和彦 高12 26-8419 中島捷(高13)　塚平かよ子(高35) 岡村文宏(高22)k 岡村 文宏 高22

伊 賀 良 平田　悦博 高14  25-6207
新井雄三（高19）伊藤俊一（高
20）

平田雅則(高21)ｋ 平田 雅則 高21

山　　本 濱島　光男 高16 25-2002 宮島英夫(高15) 肥後康也(高15) 宮内哲司(高15)k 宮内 哲司 高15

川　　路 牧内文弘 高12 27-2025 中島克臣(高16) 牧内実琴(高18) 竹村公秀(高13)k 竹村 公秀 高13

龍　　江 沢柳　憲彦 高17 27-3131 鳴海本昭(高17) 田中悦雄(高19) 鳴海 本昭 高17

三　　穂 川上　恒夫 高18 27-3738 久保田敏文(高19) 佐藤日出夫(高19)j 川上 恒夫 高18

干　　代 岩嶋 敏彦 高12 27-4333 榊山俊彦(高14) 清水美沙子(高31)
川手重光(高16）k
金田光廣(高24)j

金田 光廣 高24

上 久 堅 小倉一夫 高８ 29-7278 川手正秀(高7) 小倉一夫(高8)j 小倉 一夫 高８

鼎 小林　賢二 高12 23-2687 下平 肇(高13) 吉川 秋利(高18)
五十君親彦（高22） 山
崎昌伸(高26) 堀本喜正
(高43)

山崎 昌伸 高26

長　　野 久保田　篤 高24
026-227-5803

長野県中小企業
振興センター

金澤 健(高25) 田村亮子(高25)
田中茂晴(高28)

久保田　篤(高24)J 久保田 篤 高24

松　　本 中川　福夫 高14 0263-32-4151 望月紀子(高6) 吉川浩司(高23) 鳥羽 建治(高25)j 鳥羽 建治 高25

伊　　那 （休止）  

上伊那南部 小松茂郁 高13 0265-83-3022 福島隆男(高14)　坂井昌平(高22） 鳴澤俊秀(高22)j 小松 茂郁 高13

北 海 道 浜島　泉 高10 011-581-1027 吉川正也(高18)j 吉川 正也 高18

岩   手 細江　達郎 高14 019-641-7631 村松 文代 高29

首 都 圏 松原　秀幸 高19 048-986-7756
大原 直(高21) 今村昭文(高24）
池田正明(高28)

代田秀雄(高33)j 代田 秀雄 高33

常　　磐 松村　定雄 高４ 04-7187-2460 香西 襄(高7) 脇坂英文(高17)j 唐沢 豊 高17

北　　陸 平田 象雄 高９ 076-249-4363 沢柳健二(高22)j 沢柳 健二 高22

静　　岡 奥村　隆俊 高12 053-452-3281 　
高橋秀樹(高37)j
白井　恵(高38)k

高橋 秀樹 高37

中　　京 佐々木孝治 高17 0566-99-3686
林　義雄（高20）新井　昇(高17)
岡島美徳(高22)

山田　肇(高26)j
長谷川清志(高27)副
j

山田　肇 高26

関    西 大平　文人 高20
072-794-6381
090-7357-3716

幹事長京都 山田孝久(高18)
幹事長大阪 塩島寿夫(高20)
幹事長神戸 茂木立 仁(高37)

木下泰雄(高20)j
木下 泰雄
06-6451-

5373
高20

九州・山口 伊藤 明夫 高10 092-861-6545
市澤安雄(高16)　細川白峰（高
18）

市澤 安雄 高16

支　部　役　員　名　簿 令和2年6月5日 現在

（ｋ；幹事長 ｊ；事務局長）


