
徳島商工会議所青年部（徳島ＹＥＧ）組織図（案）（令和５年４月１日～令和７年３月３１日）

顧問 堺　克由 監事 栂岡圭太郎

顧問 吉村彰介 監事 林　俊宏

顧問 佐藤允男

顧問

直前会長

顧問 北島重利 【出向者一覧】

顧問 福島　正 令和５年度日本ＹＥＧ出向者

顧問 東條重之 専務理事 髙橋青希 副会長 三木宏晃 副会長 宮本全人 筆頭副会長 北野将庸 副会長 髙畠　真 副会長 北島誠祐 副会長 森本鉄也 ① 北島誠祐

顧問 松内雅博 副専務理事 福島義史 常任理事 三木慎哉 常任理事 河野真人 常任理事 吉﨑忠司 常任理事 小川裕司 常任理事 後藤直宏 常任理事 青木宏次 ② 佐藤雅俊

顧問 元木康浩

顧問 三谷郁彦 令和５年度四国ブロックＹＥＧ出向者

顧問 梯　　学 委員長 石井靖紘 委員長 冨士原聡由 委員長 川田真司 委員長 宮﨑守通 委員長 山岸哲宏 委員長 河野誉嗣 委員長 宮本武考 ① 小倉理良

顧問 三木康弘 副委員長 篠原寛和 副委員長 藤川修誌 副委員長 髙木　直 副委員長 岸本昌幸 副委員長 池田　浩 副委員長 青木太郎 副委員長 米本圭吾 ② 杉原孝典

顧問 中筋章聡 副委員長 大藤正幸 副委員長 吉田嘉光 副委員長 後藤真一郎 副委員長 副委員長 福山　優 副委員長 江村裕司 ③ 高橋良典

顧問 岸本耕三 ④ 北野将庸

顧問 杉原孝典 赤地祐昭 有田豊一 秋月　暢 井川泰弘 赤窄千裕 朝海美穂 阿部崇仁 井澤尚史 浦野広樹 榎本峰子 赤井美也 榎本興一 斎　恭平 岩佐繁樹 ⑤ 三木宏晃

顧問 田村茂人 麻植優樹 音瀬直輝 大島美里 勝瀬貴史 荒川優生 石井孝典 井上卓也 大西弘真 小野功晴 笹川英治 遠藤美紗 尾山道郎 遠藤洋二 大田仁大 ⑥ 宮本全人

相談役 高橋良典 笠井義生 栗本剛志 加藤大貴 越野貴裕 犬伏昭雄 大東真吾 岡田健二 落合輝紀 佐々木孝枝 十河沙織 上林裕介 神野洋次 堺　貴由 坂本新太郎 ⑦ 髙橋青希

清　浩子 竹田貴尚 佐藤英里佳 佐藤雅俊 貝島広和 加地希実子 柏原弘明 鎌田真彰 瀧上裕工 高橋良典 四宮太郎 芝　祐太 佐々木淳 住友英次 ⑧ 福島義史

多田健人 立石量彦 関口仁己 瀬分亮二 釜田留実 小立直人 近藤謙司 齋藤菜々子 中村将悟 平尾　卓 清水亮介 田尾　毅 武知雅昭 寺澤　毅 ⑨ 山岸哲宏

田渕康之 出張篤史 滝花沙織 天満偉泰 笹倉大輔 庄野浩司 瀬尾明夫 曽木洋次郎 平野　誠 藤井義文 田上哲司 滝本順久 長谷川修一 畑山秀明

西谷正也 濵　慎也 縄田拓也 野々瀬勝也 岨　裕士 東條陽平 橋本泰志 別所健志 桝田貴仁 松田俊紀 田村文彦 端村　圭 前田康人 真鍋直敬

坂東賢吾 板東佑一 板東利光 福本　彩 中山晃祐 浜口修二 森　丈明 八木耕平 村上智美 森浦正裕 福永稔啓 本地優一 三浦孝夫 三田潤一 ① 小倉理良

福島大輔 本庄　蘭 濱口敦嗣 林健太郎 和渕誉貴 松村清一郎 三木展裕 御手洗遥 峯　義典

前川展広 宮崎恵三 東根孝憲 藤田達也 見野健司 和田彩音 宮本　実 吉岡正智

六信　昭 盛　輝実 松永好史 磨見友詩 米倉優也

山田賀生 吉田圭佑 本久智一 山本高弘

田啓司

理事

顧問

監事

交流委員会　委員

郷創委員会　委員

郷創委員会　委員

交流委員会　委員

令和５年度徳島県商工会議所青年部連合会出向者

広報ブランディング委員会

国際ビジネス委員会

理事

郷創委員会　委員

交流委員会　委員

渉外委員会

委員 委員 委員 委員 委員 委員 委員

総務・財政委員会 交流委員会 事業委員会 研修委員会 広報委員会 YEG振興委員会

徳島商工会議所青年部

会員総会

役　員　会

顧問 杉原　勲 木内　崇 会 長 小倉理良


