令和２年度（2020年度）日本商工会議所青年部
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北海道ブロック代表理事

北村 彰浩 （北海道・網走）

住吉 赳夫 （北海道・石狩）
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地
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東北ブロック代表理事
上嶋 竜一 （山形・新庄）
関東ブロック代表理事

総 会

大木 武士 （千葉・船橋）

海鋒 徹哉 （岩手・奥州）

渡部 芳幸 （山形・鶴岡）

古川 貴大 （福島・郡山）

佐々木 淑子 （宮城・石巻）

木村 勝幸 （秋田・大曲）

安田 寿之 （茨城・石岡）

小栗 卓 （栃木・日光）

八木橋 比佐樹 （群馬・桐生） 村上 武白 （埼玉・さいたま）

三須 滎光 （千葉・船橋）

蓑島 大行 （神奈川・秦野）

山本 益弘 （静岡・沼津）

多田 朋孔 （新潟・十日町）

村上 博俊 （富山・氷見）

浦 達也 （石川・珠州）

金武 利幸 （岐阜・各務原）

相川 光久 （愛知・常滑）

強力 雄 （三重・伊勢）

坂下 大輔 （福井・武生）

今井 崇人 （滋賀・大津）

山田 将宏 （京都・宇治）

大西 博久 （兵庫・加古川）

仲嶋 正起 （奈良・橿原）

横田 圭亮 （和歌山・田辺）

田淵 裕章 （鳥取・鳥取）

平野 英宏 （島根・平田）

大西 利行 （岡山・玉野）

小櫻 貴志 （広島・竹原）

田村 茂人 （徳島・徳島）

牛山 泰亮 （香川・高松）

藤田 英治 （愛媛・新居浜）

吉川 靖洋 （高知・中村）

安丸 真一 （福岡・久留米）

木下 壮太郎 （佐賀・佐賀）

馬渡 仁 （長崎・諫早）

福冨 雅仁 （熊本・玉名）

廣畑 賢一 （大分・中津）

森山 和真 （宮崎・延岡）

松下 雄太

万田 寿也 （沖縄・那覇）

大内 淳子 （福島・福島）

溝口 哲矢 （茨城・土浦）

菊地 昭美 （茨城・ひたちなか） 杉木 基泰 （群馬・渋川）

中村 太郎 （千葉・流山）

小野 知一郎 （石川・小松）

宮澤 貴光 （長野・長野）

林 啓介 （愛知・豊橋）

小池 啓利 （福井・武生）

西澤 直樹 （福井・鯖江）

松下 和雅 （滋賀・彦根）

滝本 晋太郎 （山口・柳井）

森本 章雄 （香川・高松）

安藤 忍 （愛媛・西条）

佐藤 理沙 （大分・大分）

林 学 （宮崎・都城）

村井 孝太郎 （宮崎・宮崎）

奥平 芳浩 （沖縄・宮古島）

上森 直樹 （北海道・恵庭）

三浦 司 （秋田・大館）

山本 敏 （栃木・日光）

加賀﨑 彰人 （埼玉・さいたま） 鈴木 克和 （静岡・島田）

小林 堅治 （新潟・亀田）

金武 利幸 （岐阜・各務原）

佐治 覚栄 （福井・武生）

伊藤 修二 （福井・大野）

荒井 貴司 （大阪・守口門真）

宮林 高広 （大阪・守口門真）

米田 信行 （大坂・箕面）

藤川 智崇 （兵庫・高砂）

柏原 修平 （兵庫・加西）

小川 幸宏 （岡山・総社）

岡田 佐江子 （香川・高松）

松井 義博 （福岡・久留米）

平賀 義浩 （宮崎・宮崎）

阿部 隆志 （秋田・秋田）

冨山 強 （福島・白河）

皆見 貞康 （茨城・土浦）

若菜 克友 （栃木・栃木）

菅家 世誉 （群馬・伊勢崎）

天笠 富勝 （群馬・大田）

尾白 正樹 （千葉・船橋）

花澤 正路 （新潟・亀田）

長野 基哉 （石川・小松）

河西 徹 （長野・下諏訪）

園 昇 （福井・鯖江）

川端 満 （京都・綾部）

西川 毅 （大坂・北大阪）

横田 圭亮 （和歌山・田辺）

森兼 大作 （岡山・井原）

辻村 真樹 （山口・防府）

竹内 健児 （香川・高松）

吉田 真 （長崎・島原）

林 大輔 （大分・大分）

立石 亮 （大分・中津）

加藤 貴裕 （北海道・帯広）

鈴木 厚志 （福島・郡山）

真中 芳和 （千葉・柏）

松下 龍太 （神奈川・相模原）

大房 正征 （静岡・沼津）

今井 大輔 （新潟・燕）

小金澤 拓也 （富山・射水）

茶花 強志 （石川・輪島）

林 輝暢 （愛知・一宮）

寺田 昌史 （愛知・豊田）

岩﨑 正洋 （福井・小浜）

稲田 宣稚 （大坂・北大阪）

小山 樹 （大坂・守口門真）

松園 広樹 （大坂・守口門真）

山口 貴史 （長崎・佐世保）

秋寄 喜多郎 （長崎・大村）

鈴木 章久 （宮崎・宮崎）

福田 哲史 （鹿児島・鹿児島）

佛田 尚史 （北海道・岩見沢）

青木 聡志 （宮城・仙台）

菅原 渉 （宮城・気仙沼）

冨樫 勝好 （山形・酒田）

八木橋 比佐樹 （群馬・桐生） 花岡 重徳

茅原 伸一郎 （静岡・富士）

堀部 資宏 （岐阜・関）

佐野 大輔 （愛知・豊橋）

井上 聖仁 （愛知・東海）

髙木 秀樹 （福井・福井）

加藤 佑一 （福井・鯖江）

新宅 和彦 （大坂・吹田）

上林 将経 （兵庫・明石）

松野 剛 （兵庫・加古川）

田附 三津夫 （奈良・生駒）

山口 勇人 （和歌山・和歌山）

菅波 克広 （岡山・岡山）

建内 博行 （広島・福山）

田原 典郎 （徳島・阿波池田）

森 洋貴 （徳島・阿南）

酒巻 尚代 （香川・高松）

稲見 政隆 （愛媛・西条）

山本 昌伸 （大分・中津）

山﨑 正士 （宮崎・宮崎）

鈴木 宝祥 （宮崎・日向）

田中 誠 （北海道・紋別）

大川 慶人 （青森・八戸）

藤村 さやか （宮城・気仙沼）

吉川 裕太 （秋田・秋田）

千葉 直樹 （茨城・日立）

森 博文 （静岡・静岡）

土田 智子 （富山・砺波）

林 拓也 （岐阜・恵那）

川西 洋介 （三重・伊勢）

強力 雄 （三重・伊勢）

小西 清誉 （福井・敦賀）

吉田 俊之 （福井・鯖江）

桑田 喜史 （大坂・八尾）

古尾 憲司 （奈良・奈良）

日笠 伸之 （岡山・岡山）

佐野 秀人 （岡山・総社）

橘高 文彦 （広島・福山）

仁田 智之 （香川・観音寺）

矢野 智一 （高知・高知）

平田 輝 （福岡・朝倉）

平島 義久 （宮崎・宮崎）

堀之内 敏 （鹿児島・指宿）

菊池 孝一 （青森・五所川原）

板垣 雅幸 （埼玉・さいたま）

田中 七海 （富山・富山）

大西 立修 （富山・砺波）

吉田 康之 （富山・滑川）

南海 豊充 （石川・加賀）

金武 峰之 （岐阜・各務原）

小林 正和 （愛知・岡崎）

髙森 晃永子 （愛知・一宮）

寺田 靖子 （愛知・豊田）

細川 正人 （福井・福井）

笠島 慎一 （福井・鯖江）

曽我 健二 （大坂・八尾）

黒住 英之 （岡山・岡山）

中山 善継 （岡山・倉敷）

三田 武志 （広島・三次）

岡部 純二 （愛媛・松山）

三輪 紘平 （宮崎・宮崎）

黒木 満彦 （宮崎・日向）

黒丸 雄平 （秋田・横手）

大平 智行 （茨城・水戸）

小沼 道広 （茨城・ひたちなか） 泉 和宏 （群馬・伊勢崎）

大澤 信 （埼玉・さいたま）

近藤 修平 （千葉・柏）

山口 剛史 （静岡・藤枝）

村井 俊介 （富山・高岡）

宮坂 英貴 （長野・下諏訪）

中川 耕児 （愛知・刈谷）

佐々木 勇人 （愛知・豊田）

多田 健太郎 （福井・福井）

中井 敬藏 （京都・京都）

櫻井 壮一 （大坂・北大阪）

山口 達也 （大坂・守口門真）

串上 賢司 （和歌山・和歌山）

中野 純 （島根・益田）

淺川 博範 （福岡・久留米）

山中 健 （長崎・諫早）

山下 徹也 （北海道・釧路）

池田 健太 （北海道・帯広）

齋藤 法幸 （宮城・仙台）

藤澤 裕文 （埼玉・熊谷）

髙橋 修 （静岡・浜松）

杉澤 克久 （静岡・三島）

太田 和希 （富山・富山）

舟橋 正晃 （愛知・刈谷）

福岡 利文 （愛知・豊田）

三浦 一孝 （愛知・春日井）

朝田 健一 （福井・福井）

佐佐木 敦巳 （滋賀・大津）

森川 敦士 （滋賀・草津）

宮本 康史 （京都・京都）

和田 員之 （京都・舞鶴）

亀岡 健太郎 （大坂・北大阪）

森田 祐輔 （大坂・守口門真）

堰 大輔 （島根・松江）

宮川 崇 （香川・坂出）

永野 洋平 （福岡・朝倉）

山下 壱平 （佐賀・鳥栖）

東 大智 （長崎・諫早）

監事
中野 貴之 （福井・小浜）

北陸信越ブロック代表理事

監事

忠地 進 （長野・松本）

潟沼 秀憲 （富山・砺波）

古賀 紳也 （福岡・久留米）

役員会

竹達 大輔 （青森・十和田）

中
地
区

東海ブロック代表理事
澤野 泰隆 （岐阜・美濃加茂）
近畿ブロック代表理事

相談役

松本 智亜樹 （奈良・橿原）

松園 広樹 （大阪・守口門真）

内田 茂伸 （北海道・岩見沢）
直前会長

中国ブロック代表理事

田中 暢之 （岐阜・各務原）
顧問
加藤 正敏

湯村 大介 （鳥取・倉吉）
西
地
区

四国ブロック代表理事

岡本 大 （山口・徳山）

矢野 秀典 （香川・丸亀）
九州ブロック代表理事
本田 利一郎 （長崎・島原）

（鹿児島・いちき串木野）

会長
米良 充朝（宮崎・宮崎）
総務委員会
委員長 髙野 真次 （熊本・山鹿）
副会長【筆頭】
（政策提言担当）
吉川 正明（静岡・沼津）

広報委員会
委員長 北村 英博 （和歌山・和歌山）

副会長【東地区】
（研修担当）
西野 秀司（北海道・帯広）

企画委員会
委員長 今枝 達哉 （静岡・浜松）

副会長【中地区】
（広報・キャッシュレス担当）
田辺 一雄（福井・鯖江）

研修委員会
委員長 本江 択

（富山・砺波）

副会長【西地区】
（日本ネットワーク担当）
森松 直木（愛媛・松山）

国際ビジネス委員会
委員長 木村 麻子 （香川・高松）

専務理事
髙久 臣平（秋田・湯沢）
ビジネス交流委員会
委員長 平岡 国彦 （千葉・成田）
担当理事 （国際関連・ビジネス担当）

神林 拓馬 （千葉・柏）
担当理事（代表理事会議担当）

交流委員会
委員長 安藤 宜史 （愛知・春日井）

藤原 寛文 （神奈川・厚木）
担当理事（企画・ブロック大会担当）
飯塚 祥臣 （島根・出雲）

日本ネットワーク委員会
委員長 光森 敬祐 （岡山・岡山）

担当理事（総務担当）
前田 真吾 （宮崎・宮崎）
担当理事（交流・国際関連担当）

政策提言委員会
委員長 中村 守

（奈良・奈良）

下地 勇気 （沖縄・那覇）

全国大会 （４０回）
担当理事 西村 昭宏 （福井・鯖江）
全国会長研修会 （３８回）
担当理事 水野 貴博 （大分・大分）

小林 政嗣 （広島・福山）

（神奈川・小田原箱根）

