
【参考資料】
平成３０年度　さいたま商工会議所青年部　組織図

理事
正副会長会議  4月　総会・彩桜会
会長・直前会長・副会長６名・専務理事  5月　講師例会・（薪能）
常務理事２名・局長6名・委員長２名 会　員　総　会  6月　視察交流旅行例会
顧問１名・相談役１名・監事３名・事務局１名 ☆　埼青連出向  7月　社会科見学例会・（浦和おどり）
出席者数　２５名 　関東出向 監事 監事 監事  8月　納涼会・（中山道まつり）・（岩槻まつり）
理事会 ◎ 　日本出向 鳥澤　加津志 熊坂　創 甲斐　康平  9月　オープン講演会例会・研修と交流のつどい
理事３３名・顧問１名・相談役１名・監事３名・事務局１名 理　事　会 10月　イメージアップキャラクター選考会例会
出席者数　３９名　 11月　さいたま婚活例会
議決権を有する理事　３３名 12月　総会・忘年会

 1月　新春賀詞交歓会
相談役

会　長　　☆ 村上　武白

直前会長  2月　ヤングリーダー研修会・新入会員オリエンテーション
◎安東　毅 ☆井上　佳則  3月　総会・卒業式・全国大会

顧問
副会長 副会長 副会長 副会長 副会長 副会長 清宮　治樹

事務局
専務理事 萩原　康一郎 木内　徳雄 ◎佐藤　秀樹 佐藤　徳典 小谷　英嗣 本橋　岳晴
鎌田　泰丈 政策・ビジョン委員会 広報、資質 拡大研修、渉外 会員親睦・会員交流 ブランド・対外交流 地域事業・振興

常務理事 常務理事
長谷川　泰 ☆清水　亮佑

執行局 会員局 渉外局 交流局 事業局 振興局
局長 局長 局長 局長 局長 局長
岡田　淳 加賀﨑 彰人 新井　太久夫 田中　大裕 星 明彦 国府田　俊輔

部会
総務委員会 運営委員会 政策・ビジョン委員会 広報委員会 資質向上委員会 拡大研修委員会 渉外委員会 会員交流委員会 会員親睦委員会 ブランド委員会 対外交流委員会 地域事業委員会 地域振興委員会 出向理事
委員長 委員長 委員長 委員長 委員長 委員長 委員長 委員長 委員長 委員長 委員長 委員長 委員長 日本YEG専門委員 日本YEG専門委員 日本YEG専門委員

石井　健太郎 増野　貴弘 浦山　和也 本山　喬也 岡田　知大 山梨　英男 冨永　哲 須﨑　敦史 石坂　将義 倉澤　幸恵 増田　哲也 江藤　大介 黒田　達也 ◎稲田　太一 ◎森　敬子 ◎山下　圭吾
渉外委員会 政策・ビジョン 資質向上委員会

サッカー部会 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長

部会長 齋藤 寿光 柴田　大智 田中　宏一 大崎 智基 井出 龍治 田中 幸治 小岩井 忠 前田　敏彦 斎藤 海渡 内田　雅士 井上 幸範 板垣 雅幸 久保田秀樹
山田潤太郎 上西 龍 山田　磨作俊 鯨井　達生 新藤 友啓 志水 富幸 ☆本多 美佑貴 宮腰 昭洋 ☆松永　真吾 山田 潤太郎 内山　泰伸 小杉 厚 富澤 雅樹 宮里　政樹
ゴルフ部会 幹　事 幹　事 幹　事 幹　事 幹　事 幹　事 幹　事 幹　事 幹　事 幹　事 幹　事 幹　事 幹　事

部会長 川合 豊 片野　真理子 田中　謙治 石原 涼一 大澤 信 外山 健 篠﨑 泰伸 足立　和徳 加藤 歩 石井　貴朗 今井 洋子 鈴木 康晃 岡嶋　俊哉
江藤　大介 南 まゆ子 平澤　めぐみ 藤岡　実 富岡 大輔 島田 裕美子 松井 盛 政木 健太 和田　康太郎 小山 裕輔 齋藤　有友子 堀江 雅臣 木下 竜也 野口　竜矢
ミュージック部会 雨宮　直樹 浅野　啓太 伊藤　智久 青柳　勇次 青木　謙剛 伊藤　雅俊 朝比奈　智孔 熱田　貴比古 赤石　忠紀 浅見　信介 阿曽　達郎 池田　知弘 相原　武

部会長 石塚　智之 足立　健吾 大野　夏美 石倉　和馬 阿彦　ありさ 伊藤　綾乃 五十嵐　政輝 阿部　哲男 秋元　周平 天沼　誠人 新井　政秀 今泉　曜 上野　泰佳
加藤　歩 石丸　主憲 厚川　弘毅 栗原　正樹 市原　啓吾 稲葉　由香里 井上　薫 伊賀　達哉 天野　智広 秋元　宏仁 石井　庸介 石原　佑一 遠藤　康史 内田　正憲
野球部会 岡和田　慎介 荒井　哲 里中　宗一郎 井上　洋史 今井　雅浩 梅本　和史 池田　麻里 石川　裕之 秋山　康一 石井　悠太 伊藤　良太 川上　太朗 榎本　サラ
部会長 兼子　亮司 安齋　認 柴木　健之 岩渕智宏 今井　吾郎 榎本　和弘 遠藤　貴輝 出浦　真哉 朝倉　靖 出野　裕久 片野　ひかり 川島　正之 大沢　昇史

松崎　龍二 鯨井　貴子 猪瀬　和哉 渋谷　佳孝 大澤　佑介 岩本　隼児 遠藤　太郎 太田　幸織 伊藤　大輔 阿津沢　茂 今井　俊博 加藤　雅弘 久保居　翔 北野　正彦
釣り部会 小林　直樹 海田　美奈子 白川　裕司 大竹　規夫 榎本　貴子 大戸　浩二 太田　幸宏 伊藤　仕 池亀　純一 今井　正樹 金井　康博 熊田　あつし 國分　一良
部会長 小林　佑次 大川　千仁 新保　元美 小尾　大介 海老塚　淳 大野　晋 景山　正映 大原　徹也 岡安　豊 岡田　裕久 鴨川　竜一 桒原　良次 小林　一昭

須﨑　敦史 小山　真司 椛沢　佑一 末廣　慎二 小林　徹 遠藤　哲夫 大橋　隆重 神山　美由紀 菊池　直樹 小川　和義 小林　正和 北　康信 小島　渉 小林　建史
経営研究部会 鈴木　孝嘉 河合　秀明 関根　力 是澤　圭一郎 大場　守 奥田　利生 河原畑　光一 鯨井　雅哉 川上　繁樹 阪　泰人 坂口　健司 佐々木　裕二 今野　敏
部会長 鈴木　淳一 北山　修之 髙子　景 佐久間　大介 小野寺　淳一 尾崎　達 小林　憲弘 桑名　明子 菊川　豊 佐々木　隆浩 貞松　宏輔 佐藤　明博 齊藤　秀樹

中舘　達司 田中　隆介 小島　陽介 高橋　満広 佐々木　渉 近内　博之 影山　昭平 小林　武裕 纐纈　武志 佐伯　秀範 佐保田　真二 清水　昭仁 澤田　直樹 佐藤　公則
テニス部会 棚橋　克哉 小峯　圭太 髙橋　秀行 品川　真哉 清水　啓介 金子　佑太郎 小峰　満希子 齋藤　博之 鹿倉　良太 須賀　圭吾 鈴木　宗一 白椛　誠 佐藤　聡
部会長 千葉　茂 佐野　比呂之 髙橋　賢司 島村　直樹 杉浦　史昭 川田　雅一 坂間　達也 酒井　徹 白綾　孝太 関澤　竜平 鈴木　卓史 進藤　隆太 佐藤　大輔

平野　信夫 冨永　裕樹 瀧　隆幸 髙橋　奈緒 積田　優 高上　尚樹 久下　真央 篠塚　亮太 篠﨑　大介 白須　裕章 高際　義久 鈴木　智昭 田中　敏行 渋木　一裕
アウトドア部会 中村　絵美里 立床　直仁 竹ノ谷　純宏 染谷　博之 髙瀬　雅和 小竹　正和 鈴木　一生 清水　秀樹 関口　亜耶 中井　利花 関根　由樹 田仲　征義 菅家　一輝
部会長 永渕　正一 田邉　利幸 千葉　章太郎 田口　和亮 舘下　育王 後藤　理恵 芹澤　徳二郎 関　克成 高橋　彰宏 長島　邦明 髙島　豊昭 中沢　吉英 関　友彰

国府田　俊輔 菱田　拓郎 田畑　寛樹 チョウドリ　梢 田島　裕二 田中　つかさ 佐藤　択磨 戸﨑　洋 竹ノ内　端史 田中　貴弘 長野　光紘 田中　貴大 西澤　俊人 髙岡　直秀
バスケ部会 福田　真登 中舘　達司 長島　裕之 長南　賢亮 都築　龍太 島田　達 服部　高久 田中　和也 土屋　貴正 中村　賢司 津多　一幸 野田　泰彦 田中　芳明
部会長 藤井　達哉 中村　剛啓 西村　望 萩原　伸元 寺園　篤史 杉田　直弥 平野　美佳 張　優紀 戸田　佳宏 滑川　健 都築　美子 馬場　竜大 長谷川　健二

鯨井　達生 前田　和義 野澤　道明 野口　征利 古川　信之 中泉　翔 坪　篤志 保科　俊 土田　大輔 中村　聡 橋本　裕司 苗村　康男 原田　茂喜 日影　行男
ボルダリング部会 松澤功 野中　優子 伏見　広一 正木　竜児 野口　武嗣 坪井　俊之 三角 武一郎 長澤　将平 濱野　絢也 藤井　健志 林　公介 本多　剛大 平田　丈典

部会長 松村　譲 橋本　努 星野　淳一 松岡　耕一 橋本　希未央 長倉　芳樹 南　理乃 長谷川　和彦 福田　直貴 藤原　祥法 ☆原　耕介 町田　勝 星　多美子
冨永　　哲 三上　和良 原　博之 松澤　義浩 水谷　剛 長谷川　雅史 松村　聡之 村瀬　貴保 平野　信夫 細川　幸宏 古川　浩司 原　慎一 水戸　亮 本間　辰徳
バドミントン部会 望月　諭 福本　学 松本　喜博 満尾　直樹 福澤　充洋 宮本　誠 望月　孝浩 森島　潤 森山　謙一 前田　充史 比嘉　圭太郎 森谷　敦 前園　進也

部会長 守屋　裕司 松本　英人 三上　博史 矢作　和徳 古川　一就 室﨑　恵美 横山　泰史 鷲野　元哉 渡辺　篤司 松崎　龍二 保條　芳彦 薮田　茂 松野　史郎
伊藤　大輔 安中　かおり 宮城　洋平 村井　英樹 山田　圭介 吉光　伸晃 渡辺　賢一 鷲谷　将太 渡　健 安井　敦 細沼　健史 山崎　一祥 森　徳治郎

山田　曜正 森田　浩司 米田　真人 溝口　昌史 渡辺　庸介 安田　大輔 柳田　幸紀 山口　雄史
吉田　純 山下　紘司 若生　宏 脇坂　和洋 渡邊　孝
渡辺　達郎 山中　賢一 渡辺　伸


