
評議員

任期：2020年評議員総会まで(地区別五十音順)

 【北海道・東北地区】

赤羽 隆樹 今泉 修一 上村 恵一 大塚 耕太郎 菅野 智行

鈴木 映二 高田 秀樹 竹内 賢 武村 尊生 田子 久夫

田村 修 築島 健 角田 耕也 沼田 吉彦 星野 修三

本田 教一 松原 良次 松本 出 三浦 至

 【関東地区】 

青木 勉 赤田 弘一 赤羽 晃寿 赤穂 理絵 秋山 剛

阿部 隆明 天保 英明 石束 嘉和 井原 裕 今井 公文

伊豫 雅臣 臼井 千恵 宇田川 雅彦 衛藤 進吉 大上 俊彦

大久保 善朗 大滝 紀宏 大坪 天平 小川 朝生 小田原 俊成

小保方 馨 桂川 修一 加藤 温 金井 貴夫 上條 吉人

河村 代志也 岸 泰宏 木村 真人 黒木 宣夫 桑原 達郎

小石川 比良来 小林 清香 小山 文彦 齋賀 孝久 佐伯 吉規

佐竹 直子 佐藤 茂樹 篠原 隆 清水 研 下田 健吾

白井 教子 諏訪 浩 仙波 純一 高橋 秀俊 高橋 雄一

髙橋 結花 竹内 崇 舘野 周 津川 律子 辻野 尚久

冨岡 直 富安 哲也 朝長 章子 中嶋 義文 中村 満

西村 勝治 忽滑谷 和孝 野末 聖香 野村 俊明 八田 耕太郎

花村 温子 早川 達郎 林 果林 樋山 光教 平林 直次

福嶋 好重 福田 紀子 藤澤 大介 藤原 修一郎 保坂 隆

松島 英介 満田 大 南 雅之 三村 將 宮岡 等

宮川 晃一 山内 典子 山田 健志 山寺 亘 山本 賢司

吉邨 善孝

 【中部地区】 

明智 龍男 植木 啓文 奥山 徹 亀井 雄一 木村 宏之

熊谷 敬一 小室 龍太郎 小山 善子 鈴木 道雄 染矢 俊幸

高岡 健 高田 知二 高橋 武久 内藤 宏 横山 伸

吉本 博昭

【近畿地区】 

稲田 泰之 梅田 寿美代 大谷 恭平 織田 裕行 加藤 正樹

厚坊 浩史 多賀 千明 嶽北 佳輝 古塚 大介 見野 耕一

宮川 真一 村井 俊哉 吉村 匡史 和田 央

 【中国・四国地区】 

石原 武士 井上 真一郎 大森 哲郎 岡本 泰昌 小林 孝文

末光 俊介 平 俊浩 竹林 実 長濱 道治 野口 正行

松原 敏郎 萬谷 智之 山田 了士 山脇 成人 和氣 洋介

和田 健

【九州・沖縄地区】

惠紙 英昭 川嵜 弘詔 橋本 学


