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一般社団法人　新潟青年会議所　２０１８年度　組織表
２０１８年　１月　９日現在

総会 正会員２４１

監事 板垣英一
監査執行役

田中康太郎

監事 中村直之 五十嵐悠介
事務局員

土田祥子

監事 時田美和 理事会 上村明香

監事 田中正人

法制顧問 村山雄亮

財政顧問 根本昌幸 理事長 大杉一宏

顧問 長谷川卓
特別顧問 池田祥護 直前理事長 江部洋人

顧問 五十嵐智史

佐藤俊輔 皆川靖博 大平岳史 久住健 阿部哲也 専務理事 波多野学

地域構想 民間外交 つながり強化 発信 渉外 事務局長

志田淳 佐々木亮介 片山雄基 石崎雄一 天木樹里 白勢啓仁

JAYCEE育成 財政規則審査

桑野一哉 山本修

地域再興 次世代戦略 国際都市推進 国際交流 人材育成 会員交流 新潟コンファレンス 広報 渉外 国際渉外 総務

井浦友輔 平原邦慶 井浦義太 斉藤倫太郎 近藤博紀 長﨑考男 神田嘉寛 野崎達也 平尾尚之 加藤宏隆 内山航

副議長
副委員長

美濃麻実子 龍歩 近藤高輔 玉木寛志 角南貴彦 石附拓真 渡辺隆哉 善宝恒河 佐藤祐輔 桑原滝人 長谷川貴一 坂本悟 青瀬栄樹

安部貴人 冨岡晋也 兼平朋美 久保仁 渡部裕二 齋藤三千代 本間海渡 町屋直章 根本玲奈 髙杉龍司 金子良介 本間聡

稲田正吾郎

幹事

鈴木悦子 井筒久美子 平松聖史 井上基之 遠藤美和 保坂編 丸山義貴 笹川翔 南公拓 五十嵐達也 椛澤知宏 遠山亮 根本昌幸

吉沢浩二 平岩史行 金子梓 田中洋介 加藤祐哉 宮澤雄 渡辺愛莉 輪倉大流 長谷川崇 玉井友一郎 吉田謙佑 村木義彦 本間浩気

杉野真久 青木武則 桐生匠

委員

土田隆太郎 山田哲也 藤田雅史 井上英樹 花澤正路

村山雄亮 石﨑徹 宮坂裕也 冨山浩明

中山元四郎 志賀將 後藤勇典 山﨑宏行 入山雄太 大澤泰史 渡部雄一郎 鈴木茂紀

佐藤徹 相模海 掛橋一哲 石﨑徹 池田佳弘 眞島雅之 小野智司 加藤健一 斎藤信明 小菅裕之 阿部真也 平野祐一朗 那須野将幸

横山毅 倉田光 長津昭栄 新保尚志 大野公彦 磯部亘 田中洋介 眞島聡志 北村芳紀

渡部貴二巳 後藤真介 池田拓史 宮川貴浩 大橋亘 荻荘陽一 土肥康哲 渡辺雄太 坂田祐介 鈴木雅俊 高橋正人 𠮷越大輔 小林慶直

佐藤朋弥 水野秀一 佐藤貫光 藤田寛之 木地圭太 大島佑太 江口陽介 金子洋平 河端浩通 原成友 杉崎伸也 奥村弘美 伊原真千子

渡辺政義 三科俊 中村太郎 岩谷俊一郎 西條友理子 坂井八恵子 岩野現 杉野拓馬 杉浦正樹 為我井大介 伊藤悠起 佐藤拓哉 島垣武央

樋渡健一郎 渡部真一 高橋佑 山田祐輔 成田雅史 逸見友哉 平沢修一郎 水木亮 小林啓一郎 中村真悟 細貝宗幹 髙橋京志郎 塩谷健太

渡辺彩夏 山崎仁 石月英太郎 富樫一仁 堀芳和 青池信 金田健宏 稲野純也 笠原徹 本田大知 永井訓 東潤 古賀祐介

渡邉允人 為永智哉 上野精一郎 デュケット智美 佐藤満 安達裕 土屋普一 青木慶太郎 清水敬介 窪田純 片桐諒 伊部勇樹 竹内佑介

五十嵐正樹 布施克也 今成高文 迫慶太 横井基至 星洋 二階堂展行 佐久間孝雄 羽鳥和樹 佐藤貴洋 宮北栄治 櫛谷尚美 市川敏樹

相澤真 高橋拓巳 宮原聡志 小川聡子 長谷川孔健 関綾太 長吉健二 武石隆大 小林昭仁 羽下真理奈 川畑高一 井野元秀男

齋藤一麿 中村隆之 朴永樹 佐々木敬教 丸山健太郎 前田幸平 藤田拓郎 清水優 有井祐介

青栁俊輝 水本敬士郎 松坂誠賢


