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北海道 髙橋　　豪 札幌琴似工業 理事長 鎌田　一宏 岩見沢農業 常任理事 太田　潤一 札幌工業 常任理事
西村　修一 札幌東商業 常任理事

青　森 三上　雅也 青森商業 副会長 遠藤　　剛 三本木農業 理事 三國　愼治 十和田工業 理事
岩　手 千葉　　尚 盛岡商業 常任理事 南舘　秀昭 盛岡工業 常任理事 神山　秀市 盛岡農業 常任理事
宮　城 秋山　幸弘 工業 副理事長 峯岸　孝浩 農業 常任理事 長谷川　律男 仙台市立仙台商業 常任理事
秋　田 黒澤　光弘 秋田工業 理事長 菅原　和久 大曲農業 副会長
山　形 阿部　　稔 山形工業 常任理事 青柳　晴雄 村山産業 常任理事
福　島 鈴木　康隆 福島工業 副理事長 大和田　範雄 福島明成 常任理事 松浦　冬樹 福島商業 常任理事
茨　城 武石　仁 水戸商業 理事長 川嶋　正人 水戸工業 副理事長 早瀬　昌良 水戸農業 理事
栃　木 池田　和久 宇都宮商業 副会長 羽山　  潔 宇都宮白楊 常任理事 菅野  光広 宇都宮工業 常任理事
群　馬 加藤　由典 勢多農林 副会長 中西　信之 前橋工業 常任理事 髙坂　和之 前橋商業 常任理事
埼　玉 峰　稔浩 深谷商業 副会長 梅澤　　仁 熊谷農業 常任理事 清水　雅己 大宮工業 常任理事

永田　祐子 鴻巣女子 常任理事
千　葉 江口　敏彦 千葉工業 副会長 岩瀬　俊彦 千葉商業 評議員 西川　明夫 茂原樟陽 評議員
東　京 小堀　卓二 農芸 副会長・理事 守屋　文俊 練馬工業 理事 髙石　公一 第四商業 理事

小山　公央 つばさ総合 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 川島　　勝 平塚農商 理事 磯部　修一 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 霜鳥　孝幸 新潟工業 理事
富　山 篠原　俊一郎 高岡工芸 評議員 土肥　恵一 中央農業 参与 髙橋　宏幸 高岡商業 参与
石　川 中本　忠彦 金沢商業 副会長
福　井 藤枝　徹 科学技術 常任理事・事務局長 高橋　秀幸 福井農林 常任理事 柄田　正行 武生工業 常任理事

稲田　俊彦 福井商業 常任理事
山　梨 跡部　和男 韮崎工業 理事長 古郡　文春 農林 常任理事 武藤　秀樹 甲府市立甲府商業 常任理事
長　野 上野　　敏 長野工業 常任理事 三澤　秀樹 長野商業 評議員 村澤　博富美 下伊那農業 評議員
静　岡 松村　照司 科学技術 副会長 金親　徳行 静岡商業 理事 松下　勝也 静岡農業 理事
愛　知 山口　直人 愛知総合工科 副理事長 鵜飼　愛一郎 安城農林 常任理事 白井　上二 愛知商業 常任理事

福山　宏明 名古屋市立工業 常任理事 山岸　鳴門 菊華 常任理事
岐　阜 森　保 岐阜工業 常任理事 古田　憲司 岐阜商業 常任理事 村井　　真 加茂農林 常任理事

正村　達裕 岐阜城北 常任理事
三　重 野垣内　靖 津工業 副会長・理事長 渡邉　浩司 四日市商業 副会長・理事 東浦　宏幸 明野 理事
滋　賀 中尾　俊一 八日市南 理事 中辻　仁史 八幡工業 理事 小島　秀樹 大津商業 理事
京　都 大島　浩樹 工業 副会長 砂田　浩彰 京都市立京都工学院 副会長
大　阪 阿部　政之 淀川工科 参与 柴原　信彦 大阪市立東淀工業 参与 谷尾　益明 堺市立堺 参与

辻井　安喜 星翔 参与 草島　葉子 興國 参与
兵　庫 西村　直己 神戸商業 副理事長 澤井　正志 農業 常任理事 三輪　智英 兵庫工業 常任理事
奈　良 乾　　修司 奈良朱雀 理事 吉田　浩一 奈良情報商業 幹事 濱中　誠 御所実業 幹事

嶋田　義也 磯城野 幹事
和歌山 西村　文宏 和歌山工業 評議員 愛須　貴志 和歌山商業 参与 茂田　嘉朗 紀北農芸 参与
鳥　取 岩田　直樹 鳥取商業 副会長 龍田　浩史 米子工業 常任理事 德田　章人 倉吉総合産業 常任理事
島　根 西村  隆正 松江商業 副会長 吾郷　信博 松江工業 常任理事 吉岡　正弘 松江農林 監事
岡　山 山根　康史 高松農業 常任理事 文谷　元信 岡山工業 常任理事 岡田　哲朗 岡山東商業 常任理事

桑元　秀明 岡山南 常任理事 福本　和宏 倉敷中央 常任理事
広　島 中村　充宏 広島工業 理事長 澄川　利之 西条農業 理事 栗田　正弘 広島商業 監事
山　口 別府　静二 山口農業 理事 池田　拓司 宇部工業 理事 松本　博己 岩国商業 理事

原田　治幸 大津緑洋 理事 村山　晋一 厚狹 理事 小土井　実 防府 理事

松本　弘美 周防大島 理事
徳　島 阿部　隆 城西 理事 西　　裕治 阿南光 理事 森本　泰造 徳島商業 理事
香　川 勘原　利幸 観音寺総合 理事 池田　宏樹 農業経営 理事 香西　新五 坂出商業 理事
愛　媛 西岡　　誠 松山工業 理事長 澤山　陽一 伊予農業 理事 忽那　　浩 松山商業 理事
高　知 北村　晋助 高知工業 常任理事
福　岡 堀　　　修 小倉商業 理事長 奥田　邦夫 小倉工業 理事 廣松　隆二 福岡農業 理事
佐　賀 青木　久生 唐津南 常任理事 副島　政史 佐賀工業 常任理事 牛島　徹 佐賀商業 常任理事
長　崎 中園　順喜 佐世保商業 常任理事・幹事長 坂口　　浩 諫早農業 常任理事 梅野　　剛 長崎工業 常任理事
熊　本 徳永　憲治 熊本商業 副会長 井上　龍一 熊本工業 理事長 古田　陽一 熊本農業 常任理事
大　分 佐藤　啓治 鶴崎工業 理事長 原　　勇人 大分工業 副会長 佐藤　智之 久住高原農業 常務理事

佐藤　恵二 大分商業 常務理事 渕野　敬三 海洋科学 常務理事 橋本  武晴 宇佐産業科学 常務理事
三代　順一 大分南 常務理事

宮　崎 川越　　寛 宮崎農業 常任理事 稲用　光治 宮崎工業 常任理事 門田　誠 宮崎商業 常任理事
持永　一美 宮崎海洋 常任理事

鹿児島 満丸　　浩 鹿児島工業 理事 馬場　昭浩 鹿屋農業 理事 眞田　　俊 鹿児島市立鹿児島商業 理事
北　　浩憲 鹿児島市立鹿児島女子 理事

沖　縄 新垣　博之 北部農林 常任理事 大城　栄三 沖縄工業 常任理事 與那覇　正人 那覇商業 常任理事
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