
代議員（2023 年 3 月 1 日現在 １５２名・５０音順） 
 

任期：2022 年定時社員総会(2022 年 4月 25日)～2024年定時社員総会(2024年 4月)終結時まで 

 

東  俊一 足立 吉隆 阿部 雅之 安藤 哲也 池田  聡 井澤  裕 石井  抱 

石毛 俊朗 稲田  淳 井上 純哉 井上 裕滋 伊吹 隆直 今井  正 今中 一雄 

上西 朗弘 上原 伸夫 宇都宮 裕 梅澤  修 梅村  純 王   昆 大井 茂博 

大河内 巌 大竹 淑恵 大野 宗一 大村 孝仁 岡村 洋孝 小川 博之 奥村 圭二 

小野  功 小野 英樹 小野山修平 折橋 英治 甲斐 政浩 梶川 耕司 梶谷 敏之 

片山 英樹 加藤  徹 川上 浩司 河野 佳織 菊地  淳 岸  陽一 岸上 一郎 

木島 秀夫 木村 世意 串田  仁 國岡 信哉 倉橋 節也 桑原 利彦 小澤 純夫 

児島 明彦 小紫 正樹 小山 敏幸 齊藤 敬高 佐伯 豪彦 酒井 宏明 坂入 正敏 

坂本 浩一 坂本  誠 崎永 清一 笹井 勝浩 佐藤 成男 澤田 浩太 澤田  宏 

柴田 浩幸 嶋田 泰造 清水 哲也 末宗 義広 須田  守 関本 総裕 関屋 政洋 

瀬戸 一洋 相馬 秀次 高木 周作 高田 尚記 鷹觜 利公 高林 宏之 田川 哲哉 

武井 信広 武澤 雅吉 武津 博文 谷  潤一 谷  徳孝 辻  伸泰 土山 聡宏 

堤  康一 坪内 直人 連川 貞弘 出口 祥啓 戸高 義一 鳥塚 史郎 中澤 嘉明 

中島 邦彦 中島 智之 中島 英治 長滝 康伸 中村 洋二 成田  智 錦織 正規 

西村  司 野内 泰平 埜上  洋 野澤健太郎 野見山裕治 野村 誠治 花澤 和浩 

早川 邦夫 林   勲 林  重成 林   幸 林田 康宏 原田 拓也 春名  匠 

平田  茂 平光 範之 樋渡 俊二 深田喜代志 福島 裕法 福田 和久 藤居 俊之 

藤垣 元治 藤崎 泰正 藤田 展弘 古川 誠博 古寺  実 古米 孝行 星野 岳穂 

増田 克敏 松浦 宏行 松田 健二 三木 貴博 水谷 正彦 湊  博之 三宅 孝司 

三宅  勝 三宅 亮一 宮原 広郁 宮本 吾郎 武藤  泉 村上 俊夫 村上 英樹 

村木 正典 森川 昌浩 森田 一樹 安田 秀幸 安田 弘行 柳本  勝 山崎  彰 

山崎 真吾 湯川 伸樹 吉永 直樹 若生 昌光 渡辺  敦 


