
2016年6月16日
都 道 府 県 氏         名

1 会　長 大阪府 射場　一之

2 常任理事 東京都 井口　健二

3 常任理事 愛媛県 白木　秀典

4 常任理事 宮城県 菊地　善孝

5 常任理事 千葉県 長江　曜子

6 常任理事 大阪府 井口　功

7 常任理事 長崎県 金子　宗弘

8 常任理事 茨城県 友常　千秋

9 常任理事 大阪府 湯口　喜代志

10 常任理事 岡山県 福川　修介

11 常任理事 兵庫県 森田　浩介

12 常任理事 東京都 大代　賢一

13 常任理事 北海道 赤川　勉

14 常任理事 岩手県 瀬川　賢孝

15 常任理事 茨城県 小柴　庄市

16 常任理事 神奈川県 大木　幹夫

17 常任理事 石川県 中川　洋

18 常任理事 愛知県 新田　昭之助

19 常任理事 京都府 水野　充弘

20 常任理事 鳥取県 姫田　和雄

21 常任理事 高知県 寺尾　晴邦

22 常任理事 大分県 玉田　智久

23 常任理事 香川県 三野　智基

24 常任理事 香川県 大川　弘展

25 常任理事 静岡県 佐野　雅基

26 常任理事 東京都 沓掛　成二郎

27 常任理事 静岡県 望月　秀康

28 常任理事 京都府 竹ノ内　壮太郎

29 常任理事 東京都 上野　國光

30 常任理事 岡山県 福川　修介

31 常任理事 千葉県 柴田　清

32 常任理事 千葉県 湯浅　篤

33 常任理事 愛知県 山口　康二

34 常任理事 兵庫県 能島　孝志

35 常任理事 東京都 川本　恭央

36 理　事 東京都 谷合　正

37 理　事 北海道 三上　貴康

38 理　事 青森県 番地　常夫

39 理　事 岩手県 瀬川　賢孝

40 理　事 宮城県 志賀　巧基

41 理　事 秋田県 佐藤　富幸

42 理　事 山形県 米本　泰

43 理　事 福島県 宗像　義治

44 理　事 茨城県 堀　義己

45 理　事 栃木県 笹川　敏男

46 理　事 群馬県 田部井　忠史

47 理　事 長野県 西山　正起

48 理　事 新潟県 齋藤　繁樹

49 理　事 埼玉県 戸髙　健司
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50 理　事 千葉県 天野　喜晴

51 理　事 東京都 田代　尚重

52 理　事 神奈川県 相原　聡

53 理　事 山梨県 望月　晃

54 理　事 富山県 藤田　秀樹

55 理　事 石川県 中川　洋

56 理　事 福井県 坂川　昌史

57 理　事 静岡県 北原　昇

58 理　事 愛知県 吉田　秀徳

59 理　事 岐阜県 水野　文雄

60 理　事 三重県 山本　洋介

61 理　事 滋賀県 三﨑　徹郎

62 理　事 京都府 芳村　敦

63 理　事 大阪府 村上　浩二

64 理　事 奈良県 大石　文彦

65 理　事 兵庫県 平山　昭吾

66 理　事 岡山県 米田　龍治

67 理　事 鳥取県 上田　隆司

68 理　事 広島県 藤井　和幸

69 理　事 島根県 金山　利行

70 理　事 山口県 石川　真一

71 理　事 香川県 岡谷　健二

72 理　事 徳島県 濱田　雅善

73 理　事 愛媛県 小田　延彦

74 理　事 高知県 小松　伸壮

75 理　事 福岡県 寺田　良平

76 理　事 佐賀県 平川　勉

77 理　事 長崎県 中山　諒

78 理　事 熊本県 田尻　力

79 理　事 大分県 堤　幸一郎

80 理　事 宮崎県 安部　昇

81 理　事 鹿児島県 前迫　実

82 理　事 沖縄県 屋良　朝敏

監事　
1 監　事 山形県 斎藤　勝実

2 監　事 静岡県 望月　威男

3 監　事 大阪府 伯井　守

法律及び会計顧問　
1 顧　問 東京都 戸部　秀明

2 顧　問 東京都 斎藤　良夫

3 顧　問 東京都 齊藤　栄太郎

学識及び技能顧問　
1 顧　問 奈良県 山川　均

2 顧　問 埼玉県 小川　長四郎

3 顧　問 東京都 中江　勁

4 顧　問 埼玉県 吉岡　秀一

5 顧　問 岡山県 鳴本　哲矢
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