
平成３１年（令和元年）度 岡崎商工会議所青年部 組織構成（31.4.1現在）

会　長

理事会構成
メンバー

青経連(出向）
事務局長

深谷　武史
総務委員会 渉外委員会 研修委員会 育成委員会 委員会 広報委員会 交流委員会 創生委員会 岡崎ゆかり委員会

岡田　麻希 竹中　昌弘 1 松﨑　礼子 鶴田　　実 1 委員長 1 神尾　尚宏 安藤　　暁 1 松本　展和 澤田　修一
菅井　竜司 山本　哲生 2 平岩　哲朗 久野　公久 2 副委員長 2 伊豫田悠佑 禿子　　諭 2 山口　純一 西森　紳司
浅井里英子 伊藤　尚美 3 久山　博永 鈴木　博貴 3 幹事 3 柴田　泰和 仰木　香り 3 中根　邦博 加藤　静真

県連(出向） 青経連(出向） 加藤   淳 岡田　　翔 4 忠地　朝隆 鈴木　友則 4 幹事 4 佐野　真琴 塩田　篤志 4 蜂須賀邦夫 原田　翔太
副会長 会長 板垣　政任 浅井　元一 5 浅井　　泰 青山　健哉 5 委員 5 池田　憲孝 阿讃坊明孝 5 岩間　貴之 荒川　真帆

松岡　聡一 加藤雄一郎 江坂　留衣 阿知和　司 6 天野　伸泰 安藤　紀朋 6 〃 6 石川　真一 天野　敬介 6 太田　章代 磯村　　良
顧問 専務理事 江山　　清 安藤　礼志 7 飯田　光明 安藤　竜二 7 〃 7 岩井　繁樹 市川　尚宏 7 尾野　統史 井上　和俊

花市　佳明 内田　昌志 大国　光大 石原　健太 8 岩崎　靖彦 稲吉　稔彦 8 〃 8 植西    均 内田　光栄 8 神谷　　浩 大竹　史将
広報委員会 事務局長 大久保高秀 内田　昌志 9 岩元満砂美 犬塚　大策 9 〃 9 大久保政樹 内田　浩史 9 菊池光太郎 岡田　隆治
久山　博永 深谷　武史 大竹　雄介 苅谷　大作 10 大久保淳也 大井　教史 10 〃 10 神谷　俊介 神谷　明徳 10 倉橋　玉喜 岡本  ミカ
丸山　健一 出向委員 岡田　剣次 加藤雄一郎 11 金井淳一郎 大見　智基 11 〃 11 倉橋　　猛 小塚　幸美 11 栗村　勇成 小笠原弘樹
研修委員会 大久保　高秀 荻野　恵二 佐藤慎一郎 12 蒲野　功樹 小野　洋平 12 〃 12 鋤柄　英明 小林　昌樹 12 鈴木　隆文 小川真之介
安藤　紀朋 福田　智士 加藤　賢一 柴田　法昭 13 倉田　鋼志 加藤　純也 13 〃 13 杉浦　巨樹 近　　純平 13 髙橋　正至 七味　隆夫
交流委員会 石原　健太 加藤　信昭 鈴木　綾乃 14 小出　和之 加藤　浩晃 14 〃 14 杉山　宗利 澤野　一郎 14 田口　千代 柴田　和宏
鈴木　綾乃 小島　　淳 鈴木　政範 15 佐野　仁信 小出　寛之 15 〃 15 鈴木　恒太 杉山恵理奈 15 中根　信也 清水　裕司

日本ＹＥＧ（出向者） 近藤　孝祐 高橋　佑典 16 新海　秀記 小澤　　健 16 〃 16 角谷　尚之 鈴木　信彦 16 中根　義高 志村　文教
専務理事 澤田　　正 都築　正道 17 杉浦　公彦 小戸森邦彦 17 〃 17 冨田圭衣子 高橋　　進 17 中間　臣佐 杉山　　優

東海ﾌﾞﾛｯｸＹＥＧ〔出向者〕 花市　佳明 柴田　勝朗 長坂  広之 18 鈴木　　潤 小林　正和 18 〃 18 内藤　　正 都築　真琴 18 服部　邦章 照井　彬等
相談役 政策提言委員会 土屋　宏之 永田　昌巳 19 高木　亨美 白井　雅大 19 〃 19 永井　絢子 戸松　賢和 19 伴　　綾子 長澤　英樹

花市　佳明 内田　光栄 戸松　澄人 中森那津子 20 蜂須賀　大 齋藤　　登 20 〃 20 野々山育成 戸松  政洋 20 深田　賢之 仲住　元伸
AGM38委員会 総務委員会 鳥居　直之 西田　敬子 21 原　　知弘 杉浦　照枝 21 〃 21 野々山高治 中村　和仁 21 牧　　　久 花市　佳明
杉山恵理奈 苅谷　大作 浜田　浩則 丹山    命 22 福安　一也 永田　智久 22 〃 22 早川　和良 名節　弘康 22 松井洋一郎 原田　愛輝
AGM38委員会 研修委員会 深谷　武史 浜崎　正和 23 松島　　努 深澤　創一 23 〃 23 平岩　大史 原田　龍太 23 三浦  康宏 福井　　誠
鈴木　　潤 小林　正和 前田　千惠 牧田　　篤 24 六鹿　太詞 山本　泰生 24 〃 24 水鳥　隆章 福田　智士 24 三木晃一郎 藤田　　剛
AGM38委員会 広報委員会 道本　朋之 柳澤　友明 25 山本　康司 吉見　　顕 25 〃 25 湯浅慎太郎 松岡　聡一 25 水野　裕敬 牧　　　功
原　　知弘 野々山育成 矢野  快子 山村高一郎 26 米津　ナオ 26 〃 26 森山　　浩 26 渡辺　英二 益満　　豊

27 27 〃 27 27 丸山　健一
28 28 〃 28 28
29 29 〃 29 29
30 30 〃 30 30

水越　晴彦

直前会長 加藤　浩晃

監　事 齋藤　　登

顧問 鈴木　　潤 監　事 矢野  快子

顧問 花市　佳明 第一副会長 楠名　康弘

副会長 山本　　創 副会長

顧問 植西　　均

顧問 松岡　聡一

顧問 加藤雄一郎

大野　俊介 副会長 櫻井　喜朗

企画室
磯部　晃作

室長

副会長 鈴木　志信

企画室
植西　　均

副室長

岡田　麻希
菅井　竜司
竹中　昌弘
山本　哲生
松崎　礼子
平岩　哲朗
鈴木　　潤
鶴田　　実
久野　公久

山口　純一
澤田　修一
西森　紳司

加藤　浩晃
神尾　尚宏
伊豫田悠佑
安藤　　暁
禿子　　諭
松本　展和


