
 

平成 31 度 役員紹介 
 

会長 佐藤 明弘 全体総括 柏市 
副会長 庄司 直和 行事運営全般総括 袖ヶ浦市 
理事長 岩間 康徳 全体総括 館山市 

副理事長 
森 浩文 事務局主担、JCA 関係 四街道市 
地引 弘 CCA 名簿・イベント計画監査 君津市 
曽我部 明 事務局副担、保険 茂原市 

理事 
 

小高 義久  八千代市 
奥村 佳洋 事務局 習志野市 
高木 浩行 銚子センチュリー 旭市 
早川 秀世 会計担当 鎌ヶ谷市 
渡邉 丈夫 広報（ホームページ） 中央区 
齊藤 喜美男 東部支部 山武市 
網代  真 南部支部 館山市 
増谷 和明 北部支部 我孫子市 
勝河 五郎 西部支部 習志野市 
小阪 潤一郎 事務局､広報 袖ケ浦市 
齊藤 実 中部支部 四街道市 
矢代 嘉朗 事務局、広報 印西市 
澤西 和文 事務局、会員管理 成田市 

監事 

監事 
高村 兼雄  木更津市 
鷹觜 憲治 

 
四街道市 

名誉役員 
名誉会長 瀬尾 正忠  船橋市 
名誉副会長 中村 治 広報総括 流山市 

名誉顧問 
平山 晃 ツール・ド・ちば 担当 船橋市 
形本 静夫  成田市 

参与 
神作 英毅  館山市 
菊地 孝雄  印旛郡酒々井町 
砂原 えり子  柏市 

相談役 

古場 威宣  木更津市 
坂田 憲彦  成田市 
村井 清蔵  市川市 
大森 教芳  香取郡山田町 
金子 義男 海外情報 担当 柏市 



 
5 支部制度と支部委員 

全支部総括 副会長 庄治 直和 
  
南部支部 顧問：神作 英毅 
支部長 網代 真 君津市 
副支部長 小阪 潤一郎 館山市 

委員 

山倉 幹丈 君津市 
明石 博孝 木更津市 
平川 健司 南房総市 
新井 千之 夷隅郡御宿町 
櫻井 智明 館山市 
高村 兼雄 木更津市 

 

東部支部 顧問：大森 教芳、坂田 憲彦、菊地 孝雄 
支部長 齊藤 喜美男  山武市 
 
副支部長 
 

麻橋 征義 銚子市 
金 成徳 成田市 
高木 浩行 旭市 

委員 

伏屋 秀則 佐倉市 
宮崎 龍喜 香取郡多古町 
奈良 直治 旭市 
馮 展成 成田市 
大熊 義則 成田市 
奥秋 友晴 成田市 
矢代 嘉郎 印西市 
澤西 和文 成田市 

 
中部支部 顧問： 
支部長 齊藤 実 四街道 
副支部長 渡邉 丈夫 中央区 

委員 

森 浩文  
山崎 和也 若葉区 
高川 孝一 中央区 
渡邉 祐子 中央区 
岸本 剛 四街道市 
山本 雅洋 緑区 
山本 潔 千葉市 
永山 望 千葉市 
曽我部 明 茂原市 

 
 



 
 

北部支部 顧問：児島 隆太郎、砂原 えり子 
支部長 増谷 和明  我孫子市 
副支部長 伊東 和則 我孫子市 

委員 
原地 千穂 柏市 
須山 博司 柏市 
佐々木 幸也 我孫子市 

 
 

西部支部 顧問：村井 清蔵、奥村 佳洋 
支部長 勝河 五郎 習志野市 

副支部長 
古郷 貴彦 市川市 
乘松 洋司 浦安市 

委員 

小高 義久 八千代市 
安藤 浩之 船橋市 
鎌田 理恵子 船橋市 
齊藤 峰之 船橋市 
鷹觜 憲治 四街道市 
早川 秀世 鎌ヶ谷市 
関谷 宏彰 船橋市 
綿貫 幸夫 船橋市 
小菅 堅太 印西市 
戸井田 浩一 千葉市 
綿貫 けい子 船橋市 
上村 淳一 八千代市 
細野 高志 印西市 
鈴木 達彦 東京都江戸川区 

 

アドバイザー 柏倉 哲 （バイシクルセオ船橋ガレージ） 船橋市 
 
 
 
 


