
（１／１頁）

番号 社員名 備考 番号 社員名 備考 番号 社員名 備考 番号 社員名 備考

1 榊原 伸介 会　長 31 衣笠　哲也 61 和田　正義 91 ピトヨ ハルトノ 
2 川村 貞夫 副 会 長 32 栗栖　正充 62 青山 元 92 平井 慎一
3 佐久間 一郎 副 会 長 33 小関　義彦 63 石黒 周 93 平野 線治
4 中内 靖 理　 事 34 駒田　諭 64 石原 秀則 94 細田 祐司
5 小平 紀生 理　 事 35 小松　督 65 大久保 宏樹 95 前 泰志
6 横山 和彦 理　 事 36 近藤　直 66 大須賀 公一 96 前川 清石
7 藤田 善弘 理　 事 37 佐野  明人 67 大山 英明 97 前山 祥一
8 上野 浩史 理　 事 38 志子田  繁一 68 岡田 徳次 98 溝口 博
9 久保 貞夫 理　 事 39 菅原　研 69 川村 秀憲 99 村川 賀彦
10 倉爪 亮 理　 事 40 鈴木　健嗣　　 70 河村 隆 100 安川 裕介
11 三浦 純 理　 事 41 須藤　拓 71 國井 康晴 101 山本 健次郎
12 小俣 透 理　 事 42 辰野  恭市 72 國吉 康夫 102 山本 元司
13 稲邑 哲也 理　 事 43 土谷　武士 73 久野 義徳 103 余 永
14 前野 隆司 理　 事 44 出口　光一郎 74 見持 圭一 104 横井 一仁
15 相山 康道 理　 事 45 出村　公成 75 琴坂 信哉 105 吉川 恒夫
16 太田 順 理　 事 46 西田　信一郎 76 小林 政己 106 吉見 卓
17 藪田 哲郎 理　 事 47 野田　哲男 77 近野 敦 107 李 周浩
18 藤本 英雄 理　 事 48 橋本  稔 78 佐藤 雅紀 108 渡辺 富夫
19 大隅 久 理　 事 49 長谷川　泰久 79 沢崎 直之 109 渡辺 桂吾
20 脇田 優仁 理　 事 50 服部　誠 80 嶋田 晋 110
21 五百井　清　 51 平田　泰久 81 鈴木 高宏 111
22 王  碩玉 52 馬　書根 82 高木　宗谷 112
23 大熊  繁 53 前川　仁 83 谷川 民生 113
24 大築　康生 54 松元　明弘 84 谷口 恒 114
25 大西　献 55 松本　治 85 友納 正裕 115
26 尾崎　功一 56 武藤　伸洋 86 中臺 一博 116
27 金宮　好和 57 森田　俊彦 87 中村 恭之 117
28 河本　浩明 58 八木　康史 88 則次 俊郎 118
29 神田　崇行 59 山野　光裕 89 日浦 亮太 119
30 木口　量夫 60 米田　完 90 東森 充 120
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