
局 局長・室長等 委　員　会 委員長 副委員長

佐々木　雅人 松原　有里枝 （三沢　修） 築添　徹也 （寺本　健太）

（H.4 経済） （H.11 法） （H.6 経済） （H.17 法） （H.19 商）

（沼口　一幸） （権　東一） （安藤　廣之） （三沢　修） 春名　祐樹 鈴木　義規 （蜷川　悠也）

佐熊　英明 七原　祐之 （S.62 経済） （H.1 経済） （H.2  経済） （H.6 経済） （H.8  経済） （H.9 理工） （H.15 理工）

（H.1 商） （Ｈ8.商） （後藤　直基） （神越　拓人）

（H.21 経済） （Ｈ23.商）

川窪　臣知 三沢　修 大久保　敬 （春名　祐樹） （鈴木　義規）

（S.62 法） （H.6 経済） （H.3 商） （H.8  経済） （H.9 理工）

寺本　健太 伊藤　宗一郎 （蜷川　悠也） （築添　徹也） （油谷　陽介） （小川　樹恵子） （後藤　直基） （川西　満） （神越　拓人）

（H.19 商） （H.19 商） （H.15 理工） （H.17 法） （H.19 法） （H.19 法） （H.21 経済） （H.22 法） （Ｈ23.商）

増元　和也 菊地　博之 安藤　廣之 （宮武　聡） （永井　悠一朗） （中島　康友） （加藤　峻輔）

（H.1 商） （H.5 商） （H.2  経済） （H.24 商） （H.24 法） （H.26 商） 　　（Ｈ28.法）

千葉　雅代 神木　亮輔 （井上　英樹） 木村　智彦 （築添　徹也） 川西　満 永井　悠一朗

（S.62 法） （H.15 法） （Ｓ.60 法） （H.13 法） （H.17 法） （H.22 法） （H.24 法）

（佐熊　英明） 沼口　一幸 坂井　和由 　安岡　賢治 蜷川　悠也 油谷　陽介 小川　樹恵子 後藤　直基

渡邉　剛 （H.1 商） （S.62 経済） （H.12 法） （H.13 法） （H.15 理工） （H.19 法） （H.19 法） （H.21 経済）

佐藤　元則 （H.12 法） 伊藤　宗一郎 （神越　拓人） 中島　康友 加藤　峻輔 （千葉　雅代） （苅田　一郎） （神木　亮輔） 　　（長尾　行人）

（H.1 商） （H.19 商） （Ｈ23.商） （H.26 商） 　　（Ｈ28.法） 　　（S.62 法） 　　（H.2 経済） （H.15 法） （H.19 総合政策）

糸屋　龍 （渡邉　剛） （佐々木　雅人） （寺本　健太） （伊藤　宗一郎）

（H.12 経済） （H.12 法） （H.4 経済） （H.19 商） （H.19 商）

苅田　一郎 長尾　行人 （渡邉　剛） （糸屋　龍） （油谷　陽介）

（H.2 経済） （H.19 総合政策） （H.12 法） （H.12 経済） （H.19 法）

丸山　瑞枝 （小川　樹恵子） （神越　拓人）

（H.9 法） （H.19 法） （Ｈ23.商）

（糸屋　龍） （松原　有里枝） （三沢　修） （寺本　健太）

（H.12 経済） （H.11 法） （H.6 経済） （H.19 商）

（渡邉　剛） 鳥谷越　剛 （中島　康友）

酒井　めぐみ （H.12 法） （Ｈ1.法） （H.26 商）

須藤　吉章 （S.63 経済） 児玉　尚人 島田　和幸 　（安岡　賢治）

（H.10 商） （H.13 経済） （H.7 商） （H.13 法）

井上　英樹 清田　英之 （千葉　雅代） （築添　徹也） （川西　満） （永井　悠一朗）

（Ｓ.60 法） （H.5 法） （S.62 法） （H.17 法） （H.22 法） （H.24 法）

相川　忠男 小山　賢三 太田　哲次 小田　眞一

（S.46 法） （S.47 文） （S.48 法） （S.48 商）

特別組織体　室・ＰＪ 室長・ＰＪ長 副室長・副ＰＪ長 メンバー メンバー メンバー メンバー

長田　茂 松原　有里枝

（S.60 法） （H.11 法）

増元　和也 菊地　博之 酒井　めぐみ 安藤　廣之 児玉　尚人

（H.1 商） （H.5 商） （S.63 経済） （H.2  経済） （H.13 経済）

佐々木　雅人 須藤　吉章 松原　有里枝 渡邉　剛 小川　樹恵子 神越　拓人

（H.4 経済） （H.10 商） （H.11 法） （H.12 法） （H.19 法） （Ｈ23.商）

2020年度からの新任幹事 ※（　　　）内は兼任・　　　　　は幹事以外の委員ですＳ61井上　Ｈ2安藤廣之　Ｈ8春名　Ｈ9鈴木　Ｈ12渡辺 Ｈ12坂井　Ｈ13安岡　Ｈ17築添　Ｈ19油谷　Ｈ19小川　Ｈ23神越　Ｈ28加藤　　

運営企画調整局

企画調整

白門塾

広報

大学支援寄付講座準備室

親睦イベント

組織活性局

士業活性化

委員

若手活性化

学員会
（ホームカミングデー等）

情報交換

事務局

コンプライアンス室

事務局業務効率化PJ

同好会

組織図

取引活性局

連盟地域会

宅建士・サロン

アドバイザー幹事

会員増強維持


