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513 理事長 山岳ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 武川俊二 神奈川県座間市 

1768 副理事長 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 

ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 

村松幸雄 神奈川県秦野市 

1072 監事 山岳ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 田中康典 石川県白山市 

1059 理事/遭対 山岳ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 浦山博 東京都板橋区 

1060 理事/事務局 山岳ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 藤井一宇 神奈川県横浜市 

1337 理事 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 高橋宏治 神奈川県秦野市 

1458 理事 山岳ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 

ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 

川﨑拓兵 神奈川県横浜市 

1740 理事 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅢ 

ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 

竹川貴志 神奈川県茅ヶ崎市 

417  山岳ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 

ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 

木本哲 東京都青梅市 

499  登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 黒川惠 東京都新宿区 

500  登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 

ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 

石部保志 長野県長野市 

501  登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 大島 義広 大阪府大阪市 

510  山岳ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 益田幸郎 福島県福島市 

511  登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 渡部 秀樹 福岡県福岡市 

512  山岳ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 山田哲哉 東京都武蔵野市 

575  山岳ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 倉岡裕之 千葉県我孫子市 

899  登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 岡本功 神奈川県川崎市 

1231  山岳ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 

ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 

和田好弘 東京都練馬区 

1323  自然ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 相澤篤 東京都八王子市 

1374  登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 北島聡之 東京都世田谷区 

1424  登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 福谷豊治 埼玉県さいたま市 

1430  山岳ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 

ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 

佐藤勝英 東京都江東区 

1446  登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 直原郁子 神奈川県逗子市 

1447  登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 藤村信行 神奈川県相模原市 
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1459 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 林利之 東京都八王子市 

1483 自然ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 岡修司 東京都板橋区 

1497 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 長澤正憲 静岡県袋井市 

1500 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 津田正博 東京都文京区 

1513 自然ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 夏目恭宏 東京都府中市 

1534 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 池田幸司 茨城県筑西市 

1554 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 野中径隆 神奈川県横須賀市 

1587 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅢ 橋尾歌子 東京都昭島市 

1628 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 金子明 東京都港区 

1629 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 赤木則夫 千葉県船橋市 

1631 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 原口恵介 埼玉県東松山市 

1635 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 鈴木宏治 東京都中野区 

1653 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 

ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 

岡村泰斗 茨城県つくば市 

1678 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 古谷朋之 神奈川県茅ヶ崎市 

1696 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 内海勝行 神奈川県厚木市 

1697 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 中島修 千葉県千葉市 

1700 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 

ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 

橋本利治 東京都大田区 

1714 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 守岡伸彦 東京都港区 

1721 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 荘司たか志 東京都町田市 

1728 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 佐藤光雄 神奈川県川崎市 

1739 自然ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 伊藤孝行 東京都日野市 

1741 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 芳須勲 神奈川県横浜市 

1744 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅢ 

ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 

秋山和正 埼玉県入間市 

1772 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 近藤春雄 埼玉県幸手市 

1804 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 山田勝 東京都町田市 

1816 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 寺井信之 東京都台東区 

1847 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 辻本裕彰 東京都江東区 
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1888 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 大友壯一 東京都あきる野市 

1900 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 本多直也 東京都八王子市 

1918 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 滝島啓介 東京都福生市 

1933 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 

ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 

岩﨑武夫 東京都多摩市 

1938 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 三浦克己 神奈川県横浜市 

1939 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 大西理子 東京都文京区 

1942 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 倉持武彦 東京都小金井市 

1984 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 栗原孝行 神奈川県相模原市 

2010 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 関喜義 神奈川県厚木市 

2011 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 田上悠志 富山県富山市 

2031 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 荻原文彦 東京都大田区 

2036 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 須藤正明 神奈川県横浜市 

2090 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 三嶽恵理子 東京都町田市 

2266 自然ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 

登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 

ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 

出江俊夫 神奈川県茅ヶ崎市 

2272 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 坪井宣明 神奈川県横浜市 

2273 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 黒石智之 東京都稲城市 

2274 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 加藤隆司 神奈川県川崎市 

2275 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 竹澤京介 神奈川県川崎市 

2276 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 林秀夫 埼玉県入間市 

2277 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 安藤雅人 神奈川県川崎市 

2289 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 中村正之 東京都多摩市 

2290 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 乾亮 神奈川県横浜市 

2381 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 浅野恒一 神奈川県横浜市 

2396 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅢ 上村絵美 神奈川県厚木市 

2397 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 黄海燕 神奈川県川崎市 

2469 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 松村健太郎 長野県大町市 
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2483 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 宗形文和 東京都新宿区 

2484 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 藤間章浩 東京都荒川区 

2490 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 井上剛 東京都国分寺市 

2553 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 

ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 

戸沢登男 東京都板橋区 

2571 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 河野格 東京都八王子市 

2596 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 金子森 神奈川県足柄下郡箱根町 

2597 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 片桐康雄 埼玉県八潮市 

2598 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 藤田昌子 神奈川県横浜市 

2643 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 霜田紗苗 東京都練馬区 

2695 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 

ｽｷｰｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 

水村昌司 長崎県南松浦郡新上五島町 

2698 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 梶原明子 埼玉県さいたま市 

2726 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 赤木栄三 青森県弘前市 

2745 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 坂野一郎 北海道札幌市 

2777 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 佐藤周一 東京都墨田区 

2978 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 土居龍人 東京都小金井市 

2996 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 原川聖史 東京都江戸川区 

2997 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 長谷部雅一 神奈川県相模原市 

3006 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 佐藤裕之 神奈川県川崎市 

3042 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 山口岳 神奈川県川崎市 

3047 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 熊谷英明 神奈川県茅ヶ崎市 

3050 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 佐藤舞子 東京都八王子市 

3092 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 髙橋亮 神奈川県横浜市 

3102 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 金井清人 東京都世田谷区 

3105 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 山田啓子 神奈川県川崎市 

3122 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 熊澤正明 神奈川県伊勢原市 
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3123 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 岩井孝憲 愛知県名古屋市 

3124 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 奥津信弘 神奈川県横浜市 

3160 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 上田洋平 神奈川県藤沢市 

3174 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 大森篤史 茨城県久慈郡大子町 

3175 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 郷津大祐 長野県北安曇郡小谷村 

3197 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 深沢浩平 神奈川県横浜市 

3198 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 福澤春彦 神奈川県横浜市 

3223 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 松本啓志 神奈川県川崎市 

3224 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 今井知倫 栃木県那須塩原市 

3243 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 木藪伸隆 神奈川県川崎市 

3244 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅠ 漆畑俊昭 東京都町田市 

3290 登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞⅡ 竹沢和也 静岡県裾野市 

 


