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鎌田　一宏 岩見沢農業 理事長 太田　潤一 札幌工業 常任理事 宮岡　勝郎 札幌琴似工業 常任理事
澤田　信夫 札幌東商業 常任理事

青　森 三上　雅也 青森商業 副会長 工藤　清寿 五所川原農林 理事 北城　高広 弘前工業 理事
岩　手 佐々木　光男 盛岡工業 常任理事 畠山　一弘 盛岡農業 常任理事 髙橋  克壽 盛岡商業 常任理事
宮　城 秋山　幸弘 工業 副理事長 阿部　幸弘 農業 常任理事 佐藤　義行 仙台市立仙台商業 常任理事
秋　田 佐藤　隆史 秋田工業 理事長 渡辺　　勉 大曲農業 副会長
山　形 髙橋　良治 山形工業 常任理事 鈴木　通明 置賜農業 常任理事
福　島 鈴木　康隆 福島工業 副理事長 安田　修久 福島明成 常任理事 松浦　冬樹 福島商業 常任理事
茨　城 勝田　　滋 水戸工業 理事長 藤田　和文 水戸農業 副理事長 山本　俊之 水戸商業 理事
栃　木 髙野　寿映 宇都宮白楊 副会長 菅野  光広 宇都宮工業 常任理事 池田　和久 宇都宮商業 常任理事
群　馬 田村　浩之 勢多農林 副会長 森　　英也 前橋工業 常任理事 中村　清志 前橋商業 常任理事

清水　雅己 大宮工業 副会長 梅澤　　仁 熊谷農業 常任理事 西木　成男 深谷商業 常任理事
永田　祐子 鴻巣女子 常任理事

千　葉 菊屋　泰男 成田西陵 副会長 草刈　廣直 千葉工業 評議員 鈴木　栄次 千葉商業 評議員
小堀　卓二 農芸 理事 守屋　文俊 中野工業 理事 相田　誠一 第五商業
鈴木　信也 青梅総合 理事 安部　元彦 安部学院 理事

神奈川 片受　健一 神奈川工業 理事 加来　　功 中央農業 理事 小間物　晃弘 横浜市立横浜商業 理事
新　潟 仲野　　孝 新潟商業 常任理事 椎谷　一幸 加茂農林 理事 竹田　直人 新潟工業 理事
富　山 髙久　直樹 高岡工芸 評議員 穴田　直人 中央農業 参与 髙橋　宏幸 高岡商業 参与
石　川 村戸　　徹 工業 副会長

藤枝　　徹 科学技術 常任理事・事務局長 今澤　ひかり 福井農林 常任理事 杉本　智彦 敦賀工業 常任理事
川内　邦央 福井商業 常任理事
河手　由美香 北杜 理事長 古郡　文春 農林 常任理事 菊島　圭一 甲府工業 常任理事
三枝　正人 甲府市立甲府商業 常任理事

長　野 清水　史明 長野工業 常任理事 三澤　秀樹 長野商業 評議員 田畑　邦仁 下伊那農業 評議員
静　岡 吉原　　隆 静岡商業 副会長 望月　康弘 静岡農業 理事 小野　　聡 科学技術 理事

川口　宗泰 愛知商業 副理事長 壁谷　　光 鶴城丘 常任理事 山口　直人 愛知総合工科 常任理事
出原　竜彦 名古屋市立西陵 常任理事 滝　　敏行 同朋 常任理事
堀　　秀樹 岐阜工業 常任理事 村山　義広 岐阜商業 常任理事 大塚　浩昭 加茂農林 常任理事
下平　義広 岐阜城北 常任理事 酒井　　猛 山県 常任理事

三　重 水谷　正樹 津商業 副会長・理事長 河上　佳寛 桑名工業 副会長・理事 向井　英規 水産 理事
滋　賀 不破　徹也 長浜農業 理事 田中　俊夫 瀬田工業 理事 秋永　尚哉 大津商業 理事
京　都 大窪　英行 京都市立京都工学院 副会長 須貝　義和 工業 副会長

大西　忠典 都島工業 参与 塩見　暢朗 大阪ビジネスフロンティア 参与 大橋　幸一 堺市立堺 参与
辻井　安喜 星翔 参与 草島　葉子 興國 参与

兵　庫 矢部　宰文 兵庫工業 副理事長・常任理事 澤井　正志 農業 常任理事 中野　卓哉 神戸商業 常任理事
長谷川　智 奈良朱雀・奈良商工 理事長 山口　彰博 磯城野 理事 中本　克之 吉野 理事
山下　善啓 大和高田市立高田商業 理事

和歌山 松本　泰幸 和歌山工業 評議員 中村　憲司 和歌山商業 参与 茂田　嘉朗 紀北農芸 参与
鳥　取 竹内　善一 倉吉農業 副会長 髙垣　知博 鳥取商業 常任理事 中林　正樹 鳥取工業 常任理事
島　根 木村　文明 松江商業 副会長 宇津　　誠 松江工業 常任理事 高倉　信明 松江農林 監事

三輪　　貴 高松農業 常任理事 文谷　元信 岡山工業 常任理事 森山　泰幸 岡山東商業 常任理事
桑元　秀明 岡山南 常任理事 宮武　恭子 倉敷中央 常任理事

広　島 吉村　　薫 広島工業 理事長 澄川　利之 西条農業 理事 折田　裕之 広島商業 監事
柴田　利道 山口農業 理事 松本　　理 宇部工業 理事 松本　博己 岩国商業 理事

村山　晋一 大津緑洋 理事 大下　康一郎 厚狹 理事 大塚　泰二 防府 理事

大田　真一郎 周防大島 理事
徳　島 岩見　孝宏 城西 理事 鎌田　敏文 徳島科学技術 理事 青木　秀雄 徳島商業 理事
香　川 白坂　正典 坂出工業 理事 池田　宏樹 農業経営 理事 関本　英統 坂出商業 理事
愛　媛 一色　俊宏 松山工業 理事長 松永　　泰 伊予農業 理事 井上　伸二 松山商業 理事
高　知 北村　晋助 高知工業 常任理事
福　岡 井上　　毅 戸畑工業 理事長 平田　陽一 八女農業 理事 谷川　陽一 小倉商業 理事
佐　賀 深町　俊善 佐賀商業 常任理事 野田　　亮 佐賀工業 常任理事 外戸口　良文 佐賀農業 常任理事
長　崎 平山　政一 佐世保商業 常任理事・幹事長 坂口　　浩 諫早農業 常任理事 北島　弘明 長崎工業 常任理事
熊　本 飯田　恵子 熊本商業 理事長 田畑　淳一 熊本農業 副会長 柿下　耕一 熊本工業 常任理事

佐藤　啓治 大分工業 理事長 丸山　征一郎 大分商業 副会長 佐藤　智之 久住高原農業 常務理事
渕野　敬三 海洋科学 常務理事 橋本  武晴 情報科学 常務理事 安藤　英俊 大分南 常務理事
奥村　昌美 宮崎農業 常任理事 長友　健祐 宮崎工業 常任理事 田代　晃一 宮崎商業 常任理事
持永　一美 宮崎海洋 常任理事
大保　　智 鹿児島工業 理事 馬場　昭浩 鹿屋農業 理事 福永　純一郎 鹿児島市立鹿児島女子 理事
堀之内　尚郎 鹿児島市立鹿児島商業 理事

沖　縄 山城　　聡 南部農林 常任理事 大城　栄三 沖縄工業 常任理事 松村　嘉英 那覇商業 常任理事
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