
歴　代 年　度 会　長 幹　事 会　計

初代 1968-69 八田 恒平 谷口 一郎 本多 一男

第2代 1969-70 谷口 一郎 宗田 徳次 新保 久男

第3代 1970-71 長 佐喜男 武田 壹久 宮島 欣一郎

第4代 1971-72 宗田 徳治 柳瀬 吉徳 町口 英夫

第5代 1972-73 今村 喜一 新保 久男 新家 常男

第6代 1973-74 島 勝人 近藤 政則 中山 重盛

第7代 1974-75 玉田 善仁 金谷 衛 小森 久之

第8代 1975-76 武田 壹久 大谷 三男 下里 武寛

第9代 1976-77 吉川 恍陽 増山 外男 川上 健治

第10代 1977-78 氷田 勝行 今井 裕夫 栗原 弘

第11代 1978-79 町口 英夫 荒井 角男 髙 正信

第12代 1979-80 諸橋 重信 帆苅 宏典 浅香 正男

第13代 1980-81 栗原 弘 大畑 晃 岡田 義和

第14代 1981-82 柳瀬 吉徳 山中 健三 土谷 茂

第15代 1982-83 松尾 裕三郎 八田 直次 千野 保二

第16代 1983-84 土谷 茂 諸江 精寛 神田 稔

第17代 1984-85 増山 外男 天光 武房 北本 廣吉

第18代 1985-86 川北 篤 髭右近 外嘉 帆苅 宏典

第19代 1986-87 金谷 衛 城村 清五郎 山本 政洋

第20代 1987-88 大家 宏 前田 博生 中西 義仁

第21代 1988-89 新保 久男 伊東 浩二 沢田 義昭

第22代 1989-90 北本 廣吉 西村 章 桑島 和三

第23代 1990-91 大西 正男 広沢 健治 蓑谷 郁夫

第24代 1991-92 諸江 精寛 馬渕 重男 松井 明憲

第25代 1992-93 水内 健作 島田 勝博 石田 好道

第26代 1993-94 小森 久之 川端 與則 上田 多喜三



第27代 1994-95 帆苅 宏典 神田 稔 八田 直次

第28代 1995-96 大畑 晃 松井 明憲 蔵田 武男

第29代 1996-97 西村 章 川端 邦男 池野 幸雄

第30代 1997-98 髭右近 外嘉 辻 昭 月輪 頲仭

第31代 1998-99 荒井 角男 蔵田 武男 東 行男

第32代 1999-00 神田 稔 天光 武夫 栄田 末男

第33代 2000-01 八田 直次 小柳 成美 村田 武

第34代 2001-02 前田 博生 沢田 雅樹 酒井 士朗

第35代 2002-03 蔵田 武男 土谷 守 宮崎 芳弘

第36代 2003-04 島田 勝博 鍛治 多香子 髙 啓二

第37代 2004-05 小柳 成美 細川 斉 髙橋 進

第38代 2005-06 村田 武 上田 絋詩 齊木 孝茂

第39代 2006-07 酒井 士朗 村上 登 髙屋 利行

第40代 2007-08 月輪 頲仭 中川 佳栄子 木梨 松嗣

第41代 2008-09 鍛治 多香子 小間井 隆幸 瀧下 竹男

第42代 2009-10 辻 昭 木梨 松嗣 岩田 修

第43代 2010-11 土谷 守 村上 篤男 会田 迪夫

第44代 2011-12 齊木 孝茂 城村 俊文 上田 絋詩

第45代 2012-13 木梨 松嗣 岩田 修 小松 勉

第46代 2013-14 瀧下 竹男 小滝 勝秀 高桑 健一

第47代 2014-15 村上 篤男 福田 祐一 小滝 勝秀

第48代 2015-16 小松 勉 高桑 健一 近藤 美和子

第49代 2016-17 岩田 修 宮村 祥幸 木梨 松嗣

第50代 2017-18 近藤 美和子 多賀 秀典 上農 俊洋

第51代 2018-19 福田　祐一 河端　徽岳 石山　直哉

第52代 2019-20 城村　俊文 押田　久志 柿本　久美子


