
吉永　俊幸

委員１５

委員１４

山崎　輔

吉田　幹

委員１３

尹　未道 藤本　優 道下　剛史委員１２ 森谷　巧己

吉田　隆一郎

渡邉　雄基宮澤　要 桃井　あずさ 服部　知之 松﨑　圭子 𠮷澤　有紀

眞下　友孝 森　崇司

委員１１ 森　   亜麗 渡邊　亮 矢澤　暢堂

卞　光福 長沼　伸太郎 藤田　浩史 山田　英之 水越　文香委員１０ 弘中　奈緒 山﨑　千尋 中尾　円 森野　秀昭 原田　大生

横倉　美穂 山中　晋一

山本　祐生 望月　整 百瀬　零士新田　章文 藤代　哲夫 永井　実 藤崎　浩太郎 矢口　憲治 山村　哲郎

南　惠珍 田中　文 幸　貞治 星　雅也

委員９ 廣瀬　淳 森谷　大地 田邊　将基 西沢　裕司

平井　邦彦 徳永　和幸 中野　良太 藤本　薫 遅　浩康 福岡　崇嘉委員８ 原　広也 夏目　将人 瀧尾 昌宏 中原　祐治 永田　泰久

古屋　哲彦 分藤　大樹

車　風雲 三波　広明 藤井　敏弘綱木　裕一 那倉　大輔 菅沼　勇基 中島　寛子 畠山　晴良 髙城　英昭

田中　悠太 嶋村　祐太朗 福井　康朝 波多野　匡記

委員７ 冨井　雅生 豊福　良太 杉本　佳英 中島　礼司

長間　明寿 宍戸　佑典 立原　慎一 名城　政保 陣　 　恵 鈴木　洋平委員６ 田尻　晴也 田村　淳 佐藤　幸和 瀨戸川　巌 関野　浩二郎

野田　望 谷藤　昌裕

佐藤　洋平 日比　雄哉 長谷川　貴子齋藤　智史 登内　一成 呉　貞夏 髙橋　章友 島田　麻衣子 志田　和也

高橋　祐介 小岩井　もれあ 戸澤　密 施　美娟

委員５ 竹内　崇 椎名　美貴 佐藤　春香 神保　僚輝

重野　裕介 浦田　満 下田　秀弥 志田　真人 雑賀　慶 小林　達明委員４ 小松　寛 藏下　芽夢 木下　久一 徐　貞賢 門脇　康浩

櫻井　達野 武内　嘉春

勝亦　周平 田中　智士 鈴木　弘文奥秋　健太郎 川村　賢一 出雲　日出光 榎原　宏幸 小橋　優 日下部　咲

伊藤　信久 大城　聡美 熊藤　洋介 小山　正和

委員３ 楠　啓吾 草間　剛 北島　功一 荻原　利晃

小澤　鉄矢 雨之宮　聖 池田　耕介 池田　順奈 柄戸 梨恵子 石井　淳一委員２ 伊藤　宗敬 川崎　修平 河原　裕希 猪又　将夫 石坂　彰敏

金子　裕紀 大谷　滋

相澤　升平 大村　彬 神谷　誠石川　大輔 石原　達也 阿部　竜一 飯倉　大樹 飯坂　直樹 大野　達也委員１ 有井　宏太郎 岡田　健太郎 岡㟢　幸平 浅野　礼

福地　健太郎アドバイザー 阿部　浩明

阿部　賢治 伊澤　利晃

的場　彩香 村上　竜昭 真船　裕之 西山　智崇坂　直和 野元　友貴 藤田　紗欧里 松田　彰泰 尹　未宇 橋山　智洋

袴田　信 中里　仁 廣末　彩乃 芝野　彰一 中村　誠

幹事 渡邉　大介 高桑　大地 平川　悦士 龔　君皓

野口　晃彦 河野　雄太 坂本　彰輝 野本　啓太 萩原　幸雄 横山　智信幹事 近澤　匡祐 坂田　二郎 高島　太郎 神谷　将司 友寄　隆行

蓬田　方材 峯川　航

土屋　勇人 平田　光秀 大橋　真行 武田　直人小柳　誠 池田　賀一 熊谷　太郎 大久保　利嗣 大森　望 野口　貴幸

綾垣　一幸 鈴木　徹也 置田　圭三 有馬　光彦 上遠野　奇懐

幹事 鎮目　恒平 小溝　幸一 石井　隆央 扇本　正詞

新井　真人 笠原　大路 浅野　真理 池邊　和孝 鈴木　晶仁 木戸　毅幹事 北村　真太郎 尾形　真也 穐元　真紀 青木　良太郎 木野　文彰

内藤　隆行 髙野　光一

加藤　俊輔副委員長 米谷　洋介

谷川　献吾 松原　淳一 南雲　芳郎 福本　浩一

小川　信彦

副委員長 星原　正明 千葉　直也 山田　恭平 鈴木　良幹 山下　智弘

寺井　智之 中村　晃大 深堀　哲也 武居　順平 島本　正吾 川野　由佳

吉田　滋一 待井　秀祥 宮野　匡史 山下　大輔 落合　貞洋堀江　智子 丸山　敦郎

塩田　真義 山田　智也 東山　直樹 赤松　敦 髙野　剛史

松本　丈志 熊谷　春寿 後　信也

副委員長  金子　敬祐 木澤　仁 小林　俊介 北川　真史 笹田　一成 鈴木　貴之

岩崎　洋平 池谷　佳朗 佐々木　兼一 齋藤　雅文 小野寺　大樹 尾﨑　直人

國岡　清隆 三浦　公嗣 広瀬　晶一

副委員長  太田　智洋 木内　良 川村　徹也 菊池　弘毅 井村　正広 齋藤　裕貴 杉浦　康弘

田中　太郎

青少年育成委員会
横浜開港祭
総務委員会

横浜開港祭
企画運営委員会

横浜開港祭
広報渉外委員会

会員拡大委員会
オリエンテーション

委員会
総務委員会

委員長 崔　成基 石井　光一 池永　力 山泉　貴寛 羽田野　宗賢 佐藤　賛 永田　宜久

例会委員会 会員交流委員会
コンベンション推進

委員会
日本ＪＣ関係委員会 ＪＣＩ関係委員会 情報戦略委員会

五十嵐　勝博 森山　洋

副理事長　　石井　泰彦 副理事長　　林　良浩 副理事長　　野路　尚弘 副理事長　　野並　晃 専務理事　　辰野　友彦

室名

横濱愛推進特別委員会

地域開発室 横浜開港祭室 会員室 交流室 渉外室 総務室 専務室

室長 小池　毅至 坂倉　賢 山口　達也 小島　大志 川口　大治 廣田　稜 三村　悠三

委員会名 横浜スタイル実践委員会

財政顧問 船岡　隼人

渉外顧問 根﨑　基

国際顧問 眞鍋　大介

世界会議誘致推進会議

拡大推進会議

理事長　　草島　治郎

直前理事長 森　大樹

法制顧問 小俣　順一

監事 田中　規義

理事会

長期政策会議
常任理事会

財務規則審査会議

２０１８年度　一般社団法人横浜青年会議所　組織図

総会

監事 坂本　信一郎


