
令和4年11月1日現在

会員総数 １１６会員

１号正会員(団体会員：指定代表者が日本連盟に登録された団体の代表者を示します。）

連盟・海洋少年団名 指定代表者 備考

北海道地区連盟 会長 高取清孝 高取清孝

 小樽 団長代行 奥野　正 奥野　正

 札幌 団長 高取清孝 高取清孝

 根室 団長 矢川和幸 矢川和幸

 釧路 団長 由喜門三千彦 由喜門三千彦

東北地区連盟 会長 浮木　隆 浮木　隆

 八戸 団長 浮木　隆 浮木　隆

 大船渡 団長 金野広充 金野広充

 秋田県連盟 会長 近藤誠一 近藤誠一

 あきた 団長 三浦茂人 三浦茂人

 天王 団長 三浦和也 三浦和也

 酒田 団長 鈴木兵一 鈴木兵一

 小名浜 団長 鈴木　智 鈴木　智

日本海中部地区連盟 会長 南　守雄 南　守雄

 新潟 団長 佐藤　勝 佐藤　勝

 伏木 団長 岡水　正 松井隆志

関東地区連盟 会長 福田武雄 福田武雄

 霞ヶ浦 団長 石渡琢磨 石渡琢磨

 千葉県連盟 会長 岡本政之 岡本政之

 千葉新宿 団長 泉　孝雄 泉　孝雄

 千葉北部 団長 岡本政之 岡本政之

 船橋 団長 林　清人 伊藤樹一

 市川しおさい 団長代行 武藤　学 武藤　学

 きさらづ 団長 松本信夫 大島　博

 神奈川県連盟 会長 道家一成 道家一成

 横浜 団長 関　勝則 新岡　久

 横須賀 団長 道家一成 道家一成

 川崎 団長 福田武雄 福田武雄

 大和 団長 藤野　剛 藤野　剛

 藤沢 団長 森　清隆 森　清隆

 静岡県連盟 会長 長澤芳明 長澤芳明

 清水 団長 平野　昇 平野　昇

東京地区連盟 会長 藤田光信 藤田光信

 深沢 団長 藤田光信 藤田光信

 目白台 団長 荘　隆雅 荘　隆雅

 大田区 団長 安藤日出男 安藤日出男

 千代田区 団長 髙畑　敦 髙畑　敦

 杉並 団長 石倉芳明 石倉芳明

 葛飾 団長 吉田　尚 吉田　尚

 港区 団長 榎本　茂 榎本　茂

 目黒区 団長 猿渡　仁 猿渡　仁

公益社団法人日本海洋少年団連盟社員名簿

この名簿は、公益社団法人日本海洋少年団連盟定款に規定された民法上の社員の名簿です。

会員数109(地区連盟12：県連盟17：団80）

会長･団長名
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連盟・海洋少年団名 指定代表者 備考

中部地区連盟 会長 小鹿邦博 小鹿邦博

 愛知県連盟 会長 島田明美 島田明美

 中日 団長 島田明美 島田明美

 豊橋 団長 冨田佳央 冨田佳央

 渥美 団長 河邉寿夫 河邉寿夫

 三重県連盟 会長 林　正次 林　正次

 四日市 団長 林　正次 林　正次

 南勢 団長 橋川　玄 橋川　玄

 津 団長 森田朋幸 森田朋幸

 福井県連盟 会長 北條　正 北條　正

 敦賀 団長 北條　正 北條　正

 三国 団長 大和久米登 大和久米登 　

 小浜 団長 山森友嗣 山森友嗣

 滋賀県連盟 会長 八軒茂勉 八軒茂勉

 大津 団長 植田公威 植田公威

 堅田 団長 八軒茂勉 八軒茂勉

近畿地区連盟 会長 佐々木弘志 佐々木弘志

 神戸 団長 吉田　昇 吉田　昇

 姫路 団長 大橋康仁 大橋康仁

 舞鶴 団長 佐々木弘志 佐々木弘志

 大阪みなと 団長 倉内　勇 倉内　勇

中国地区連盟 会長 内海幸彦 内海幸彦

 広島県連盟 会長 池田則光 池田則光

 尾道 団長 内海幸彦 内海幸彦

 福山 団長 池田則光 池田則光

 三原 団長 山本勝美 山本勝美

　呉 団長 勝山　拓 谷　惠介

 たじり 団長 升田光一 升田光一

 境港 団長 石橋雄器 石橋雄器

 浜田 団長 水谷一正 米井　隆

 山口県連盟 会長 甲方智征 甲方智征

 岩国 団長 甲方智征 甲方智征

 徳山 団長 堀　信明 堀　信明

 宇部 団長 加藤佳宏 加藤佳宏

 下関 団長 藤原義嗣 藤原義嗣

四国地区連盟 会長 一色昭造 一色昭造

 香川県連盟 会長

 愛媛県連盟 会長

 松山 団長 一色昭造 一色昭造 　

 今治 団長 瀬野和博 瀬野和博

 高知 団長 榊原英之 榊原英之

九州北部地区連盟 会長 権藤正信 権藤正信

 福岡県連盟 会長 権藤正信 権藤正信

 門司 団長 中島慎一 中島慎一

 洞海 団長 渡邉　貢 渡邉　貢

 福岡 団長 権藤正信 権藤正信

 古賀 団長 力丸敏光 力丸敏光

 伊万里 団長 徳永政敬 徳永政敬

 長崎県連盟 会長 松本文男 松本文男

 佐世保 団長 松本文男 松本文男

 長崎 団長 馬場義和 馬場義和

 諫早 団長 村川一人 村川一人

 五島市 団長 草野　正 濱崎正己

 大分県連盟 会長 疋田智昭 疋田智昭

 大分 団長 疋田智昭 疋田智昭

 佐伯 団長 三浦唯秀 三浦唯秀

会・団長名
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連盟・海洋少年団名 指定代表者 備考

南九州地区連盟 会長 新村訓洋 新村訓洋

 鹿児島県連盟 会長 新村訓洋 新村訓洋

 鹿児島 団長 新村訓洋 新村訓洋

 奄美瀬戸内 団長 元井直志 元井直志
 熊本県連盟 会長 西岡勝成 西岡勝成

 牛深 団長 矢橋清三 矢橋清三

 熊本火の国 団長 溝口廣行 溝口廣行

沖縄地区連盟 会長 安里繁信 安里繁信

 那覇 団長 長谷川順一 長谷川順一

 宜野湾はごろも 団長 池原勝治 池原勝治

 石垣 団長 前田　博 前田　博

 宮古島 団長 中尾忠筰 大熊範彦

２号正会員(個人会員）

氏名 備考

　柳田　幸三

　古荘　雅生

　青木　稔

　桝野　龍二

　北村　誠吾

　村上　英三
　菊井　大蔵

会員数7名

会・団長名
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