
回数 支部長 副支部長 副支部長 事務局長 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 特任理事 顧問 相談役 会計監査 会計監査 会計監査 監事 監事

　1回 宮田　利雄 比留間忠松 後藤　甚作 鈴木　武雄 大高　忠司 宇美幸五郎 熊谷　昭六 片山　英二

昭和47年 武蔵 村山 東京第二 横須賀 埼玉 習志野 武蔵 小児

　2回 宮田　利雄 宇美幸五郎 後藤　甚作 比留間忠松 鈴木　武雄 大高　忠司 油井　慎曄 与儀　正己 田中　義憲 熊谷　昭六 片山　英二

昭和48年 武蔵 習志野 東京第二 村山 横須賀 埼玉 東京第二 松戸 武蔵 武蔵 小児

　3回 宮田　利雄 宇美幸五郎 後藤　甚作 比留間忠松 鈴木　武雄 大高　忠司 油井　慎曄 与儀　正己 田中　義憲 熊谷　昭六 片山　英二

昭和49年 武蔵 習志野 東京第二 村山 横須賀 埼玉 東京第二 松戸 武蔵 武蔵 小児

　4回 宮田　利雄 後藤　甚作 出倉善四郎 比留間忠松 鈴木　武雄 大高　忠司 油井　慎曄 五十嵐祐太郎 藤井　春男 熊谷　昭六 小原　千秋

昭和50年 武蔵 東京第二 医療センター 村山 横須賀 埼玉 東京第二 習志野 医療センター 武蔵 小児

　5回 宮田　利雄 後藤　甚作 出倉善四郎 鈴木　武雄 藤井　春男 大高　忠司 五十嵐祐太郎 小原　千秋 渡部　健次 山崎　忠夫 金井　亨 山本　光枝 軍司　光夫

昭和51年 武蔵 東京第二 医療センター 横須賀 医療センター 埼玉 習志野 小児 東京第二 医療センター 村山 がんセン 水戸

　6回 星野　辰雄 山本　光枝 渡部　健次 藤井　春男 小原　千秋 山崎　忠夫 金井　亨 岩沢　要 渡辺　泉 田上　孝生 野呂　佳邦 軍司　光夫 高橋　秀雄

昭和52年 医療センター がんセン 立川 医療センター 小児 医療センター 村山 横浜 大蔵 習志野 相模原 水戸 横浜東

　７回 星野　辰雄 山本　光枝 渡部　健次 岩沢　要 小原　千秋 藤井　春男 金井　亨 山崎　忠夫 渡辺　泉 田上　孝生 野呂　佳邦 高橋　秀雄 小堀与四郎 中里　脩一 青木　義雄 小野　正道 鈴木　武雄

昭和53年 医療センター がんセン 立川 中野 小児 医療センター 村山 医療センター 大蔵 習志野 相模原 横浜東 東埼玉 千葉 小児 埼玉 横須賀

　8回 高橋　正雄 村瀬千保子 藤井　春男 熊坂　惣勝 多田　疆平 中山　昇 中島　昭彦 紺野　新吉 国見　忠義 長島　誠 金井　亨 田中　司 小堀与四郎 倉田　勧 小野　正道 青木　義雄 中里　脩一 鈴木　武雄

昭和54年 中野 国府台 医療センター 医療センター 千葉 がんセン 西埼玉 中野 小児 相模原 村山 立川 東埼玉 久里浜 埼玉 小児 千葉 横須賀

　9回 高橋　正雄 村瀬千保子 長島　誠 金井　亨 多田　疆平 国見　忠義 永井　英司 古賀　宗吉 木下　忠雄 米屋乃夫子 高野　友丈 長縄　謹子 長南　隆 城山万喜治 岩沢　要 小野　正道 鈴木　武雄 宮田　利雄 中里　脩一

昭和55年 中野 国府台 相模原 村山 千葉 小児 中野 がんセン 医療センター 医療センター 大蔵 東京第二 栃木 王子 南横浜 埼玉 横須賀 武蔵 千葉

10回 鈴木　武雄 長島　誠 宮野　勝秋 坂牧　紀一 多田　疆平 大崎　敏郎 永井　英司 三橋　文子 木下　忠雄 米屋乃夫子 高野　友丈 長縄　謹子 太田　雅司 城山万喜治 岩沢　要 飯島　謙二 小野　正道 高橋　正雄 宮田　利雄 中里　脩一

昭和56年 横須賀 習志野 埼玉 西埼玉 千葉 東京病院 中野 がんセン 医療センター 医療センター 大蔵 東京第二 横浜 王子 南横浜 習志野 埼玉 中野 武蔵 千葉

11回 鈴木　武雄 長島　誠 宮野　勝秋 永井　英司 大崎　敏郎 坂牧　紀一 三橋　文子 太田　雅司 野呂　佳邦 杉村　有司 鈴木　良子 小野　増彦 藤川　淳策 城山万喜治 野村　和義 宮田　利雄 下杉　彰男 石崎庄一郎 岩沢　要

昭和57年 横須賀 習志野 埼玉 中野 東京病院 西埼玉 がんセン 横浜 相模原 国府台 医療センター 東京第二 小児 王子 西埼玉 武蔵 国府台 大蔵 南横浜

12回 森　耕一 油井　慎曄 永井　英司 太田　雅司 杉村　有司 藤川　淳策 小野　増彦 鈴木　良子 出倉善四郎 藤川　荘介 武田　政雄 坂本　修 石井　澄和 仲本　正 軍司　光夫 岩沢　要 下杉　彰男 山本　光枝 大高　忠司

昭和58年 全生園 立川 中野 横浜 国府台 小児 東京第二 医療センター 医療センター がんセン 村山 埼玉 武蔵 栃木 水戸 横須賀 国府台 がんセン 埼玉

13回 森　耕一 油井　慎曄 永井　英司 藤川　荘介 杉村　有司 藤川　淳策 武田　政雄 坂本　修 石井　澄和 山本　悦子 上原　信夫 塩沢　勇治 上杉　健治 仲本　正 軍司　光夫 桂　謙一 山本　光枝 大高　忠司 宮野　勝秋 壺屋　祥三

昭和59年 全生園 立川 中野 がんセン 国府台 小児 医療センター 埼玉 武蔵 医療センター 松本 横浜 神奈川 栃木 水戸 霞ヶ浦 がんセン 埼玉 南横浜 柏

14回 藤井　春男 田中　司 椎津　稔 塩沢　勇治 桂　謙一 上杉　健治 長賀部　勉 渡邉　純夫 石田優美子 飯島　正己 並木　信治 三浦　隆雄 霜田　重雄 熊井　健晴 仲本　正 樋口　久晃 宮野　勝秋 壺屋　祥三 星野　辰雄 渡辺　泉

昭和6０年 松戸 国府台 全生園 横浜 霞ヶ浦 神奈川 千葉 霞ヶ浦 医療センター 埼玉 西埼玉 東京第二 小児 高崎 栃木 がんセン 南横浜 千葉 医療センター 西埼玉

15回 藤井　春男 石井　澄和 長賀部　勉 椎津　稔 塩沢　勇治 石田優美子 飯島　正己 霜田　重雄 並木　信治 鈴木智恵子 三浦　将男 林　勝満 熊井　健晴 仲本　正 笹生　光男 五十嵐祐太朗 星野　辰雄 渡辺　泉

昭和61年 松戸 武蔵 東京病院 全生園 横浜 医療センター 埼玉 小児 西埼玉 東京第二 大蔵 相模原 高崎 栃木 久里浜 柏 医療センター 西埼玉

16回 長島　誠 米屋乃夫子 小原　千秋 椎津　稔 三浦　将男 鈴木智恵子 杉本　仁 山田　敏也 清水美代子 吉田　正勝 中島　治 山田　国夫 熊井　健晴 福島　利光 五十嵐祐太朗 笹生　光男 石崎庄一郎 山崎　忠雄

昭和62年 東京病院 医療センター 横浜 全生園 大蔵 東京第二 医療センター 習志野 埼玉 王子 中野 西埼玉 高崎 甲府 柏 久里浜 大蔵 東埼玉

17回 長島　誠 米屋乃夫子 小原　千秋 秦　政行 杉本　仁 山田　敏也 吉田　正勝 中島　治 三宅　和夫 佐藤　蓉子 中村　春木 山田　清春 福島　利光 益子　満男 山崎　忠夫 石崎庄一郎 古座野行夫 桑原　幸子

昭和63年 東京病院 医療センター 犀潟 下総 医療センター 習志野 王子 中野 埼玉 西埼玉 立川 大蔵 甲府 晴嵐荘 横須賀 中野 立川 神奈川

18回 長島　誠 米屋乃夫子 秦　政行 中島　治 山田　敏也 吉田　正勝 三宅　和夫 佐藤　蓉子 中村　春木 山田　清春 横島　清 原田　哲志 荒川　実 益子　満男 古座野行夫 桑原　幸子 松田常次郎 紺野　新吉

平成元年度 東京病院 医療センター 下総 中野 習志野 王子 埼玉 西埼玉 立川 大蔵 医療センター 横浜 宇都宮 晴嵐荘 立川 神奈川 国府台 東埼玉

19回 油井　慎曄 秦　政行 三宅　和夫 中島　治 横島　清 原田　哲志 北原　一司 猿田　勝子 今野　清子 名賀　秀己 谷合　修 河本　健二 荒川　実 田上　孝生 松田常次郎 紺野　新吉 鳴海　正毅 山川　英夫

平成2年度 大蔵 下総 埼玉 中野 医療センター 横浜 東埼玉 国府台 下志津 小児 立川 神奈川 栃木 渋川 国府台 東埼玉 東京第二 横浜東

20回 油井　慎曄 中田　章 杉村　有司 北原　一司 名賀　秀己 河本　健二 今野　清子 猿田　勝子 下村　広道 浅里　功 谷合　修 桑村　良隆 橋本　博 田上　孝生 山川　英夫 鳴海　正毅 渡部　健次 杉崎　登

平成3年度 大蔵 全生園 横浜 東埼玉 医療センター 神奈川 下志津 国府台 千葉 東京第二 立川 国府台 寺泊 渋川 横浜東 東京病院 千葉 埼玉

21回 坂牧　紀一 三橋　文子 中田　章 杉村　有司 名賀　秀己 桑村　良隆 浅里　功 下村　広道 此崎　寿美 中村　昇 加藤　寿夫 高崎　信一 橋本　博 能登谷　隆 渡部　健次 杉崎　登 大野　健造 金井　亨

平成4年度 千葉東 がん中央 全生園 中野 医療センター 国府台 東京第二 千葉 大蔵 習志野 埼玉 横須賀 佐渡 霞ヶ浦 千葉 国府台 王子 南横浜

国臨協関信支部役員歴
役員推薦委員



回数 支部長 副支部長 副支部長 事務局長 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 理事 特任理事 顧問 相談役 会計監査 会計監査 会計監査 監事 監事

国臨協関信支部役員歴
役員推薦委員

22回 坂牧　紀一 三橋　文子 国見　忠義 杉村　有司 名賀　秀己 加藤　寿夫 此崎　寿美 高崎　信一 中村　昇 大貫　敬司 藤澤　紀良 稲葉　孝 能登谷　隆 小林　惇義 渡部　健次 杉崎　登 金井　亨 大野　健造

平成5年度 千葉東 がん中央 南横浜 国際 国際 埼玉 大蔵 横須賀 習志野 東京第二 千葉 神奈川 霞ヶ浦 長野 千葉 国府台 南横浜 王子

23回 大高　忠司 小原　千秋 山崎　忠夫 坂本　修 児玉　徳志 稲葉　孝 藤澤　紀良 大谷　雅彦 後藤　真澄 藏野　信彦 此崎　寿美 市川　一三 涌井　重勝 中田　章 森　耕一 杉崎　登 宮野　勝秋

平成6年度 東京第二 災害 水戸 下総 国際 神奈川 千葉 佐倉 がん中央 がん東 大蔵 災害 小児 久里浜 武蔵 国府台 西埼玉

24回 大高　忠司 小原　千秋 田上　孝生 坂本　修 稲葉　孝 児玉　徳志 藤澤　紀良 野田　岳 藏野　信彦 白戸　勝美 大谷　雅彦 神　ツギノ 涌井　重勝 渡邉　純夫 杉崎　登 森　耕一 紺野　新吉 飛田　卓哉

平成7年度 東京第二 災害 下志津 下総 国際 国際 千葉 がん中央 がん東 相模原 佐倉 大蔵 小児 渋川 国府台 武蔵 東埼玉 箱根

25回 秦　政行 小原　千秋 永井　利昌 嶋　博 山下　幸作 児玉　徳志 貝沼　裕昭 野田　岳 藏野　信彦 白戸　勝美 原田　正一 中川　博恵 此崎　寿美 稲葉　孝 三宅　和夫 渡邉　純夫 杉崎　登 森　耕一 紺野　新吉 飛田　卓哉

平成8年度 大蔵 災害 東京病院 国際 佐渡 横浜 千葉 がん中央 がん東 相模原 横浜 小児 大蔵 国際 新潟 渋川 国府台 武蔵 東埼玉 箱根

26回 秦　政行 永井　利昌 坂本　修 寺門　義明 野田　岳 原田　正一 貝沼　裕昭 高橋　祥慈 奥田　勲 長田　健児 今村　ちさ 会田　春光 竹下　昌利 三宅　和夫 宮野　勝秋 藤井　春男 田上　高徳 永井　英司 並木　信治

平成9年度 大蔵 武蔵 西群馬 国府台 佐倉 横浜 千葉 国際 災害 佐倉 東京医療 佐倉 国際 久里浜 水戸 国際 千葉東 南横浜 東埼玉

27回 秦　政行 永井　利昌 上原　信夫 寺門　義明 原田　正一 貝沼　裕昭 竹内　智明 奥田　勲 長田　健児 今村　ちさ 会田　春光 前澤　直樹 高橋　祥慈 三宅　和夫 宮野　勝秋 藤井　春男 田上　高徳 永井　英司 並木　信治

平成10年度 がん東 武蔵 松本 霞ヶ浦 横浜 国際 国際 東京病院 東京医療 東京医療 習志野 がん中央 国際 久里浜 相模原 国際 横浜東 千葉東 東埼玉

28回 永井　利昌 小原　千秋 宮野　勝秋 三浦　將男 竹内　智明 今村　ちさ 会田　春光 前澤　直樹 奥山　五朗 林　元久 久高　果市 菅　孝 杉澤　頼昭 大野　清 永井　英司 田上　高徳 野呂　佳邦 岩村　義昭

平成11年度 武蔵 大蔵 相模原 横須賀 国際 東京医療 習志野 がん中央 東京病院 国際 横浜 災害 高崎 犀潟 千葉東 横浜東 埼玉 村山

29回 永井　利昌 小原　千秋 宮野　勝秋 三浦　將男 奥山　五朗 菅　孝 久高　果市 林　元久 小沼　進吉 渡邊　孝浩 中村　茂 菊池　智晶 杉澤　頼昭 小泉　良一 野呂　佳邦 田上　高徳 上杉　健治

平成12年度 武蔵 国府台 東京医療 横須賀 東京病院 災害 横浜 国際 がん東 下志津 東京医療 埼玉 高崎 西新潟 埼玉 横浜東 佐倉

30回 小原　千秋 飛田　卓哉 岩下　淨明 鈴木知恵子 川畑　久 奥山　五朗 菅　孝 小沼　進吉 渡邊　孝浩 中村　茂 菊池　智晶 柳澤　隆二 小泉　良一 渡邉　純夫 野呂　佳邦 上杉　健治 北原　一司

平成13年度 国府台 水戸 成育 武蔵 中信松本 東京病院 災害 がん東 下志津 東京医療 埼玉 横浜 西新潟 楽泉園 西埼玉 佐倉 横浜東

31回 小原　千秋 飛田　卓哉 岩下　淨明 鈴木知恵子 阿部　利生 小沼　進吉 菊池　智晶 柳澤　隆司 今村　ちさ 長田　裕次 和田　弘夫 石井　幸雄 渡邉　純夫 小泉　良一 野呂　佳邦 上杉　健治 北原　一司

平成14年度 国府台 がん中央 霞ヶ浦 武蔵 国際 がん東 埼玉 横浜 東京医療 東京病院 がん中央 国府台 楽泉園 成育 西埼玉 佐倉 西甲府

32回 飛田　卓哉 笹村　強 原　和子 藤澤　紀良 海原　桂一 小川　勝 和田　弘夫 土志田　健 長田　裕次 山里　和郎 石井　幸雄 麻生美由紀 渡邉　純夫 石川　修子 上杉　健治 小泉　良一 高野　友丈

平成15年度 がん中央 村山 下志津 久里浜 国際 埼玉 がん中央 霞ヶ浦 東京病院 西埼玉 国府台 東京医療 楽泉園 南横浜 東埼玉 成育 相模原

33回 飛田　卓哉 嶋　博 原　和子 藤澤　紀良 海原　桂一 小川　勝 小野　剛司 土志田　健 長田　裕次 山里　和郎 大西真理子 麻生美由紀 霜田　重雄 石川　修子 小泉　良一 高野　友丈 杉村　有司

平成16年度 がん中央 災害 下志津 高崎 国際 埼玉 がん中央 国際 武蔵 西埼玉 国府台 東京医療 沼田 南横浜 成育 相模原 千葉東

34回 嶋　博 三浦　隆雄 藤澤　紀良 松林　守 土志田　健 吉田　茂久 大西真理子 小松　久人 立川　康則 竹田　信邦 小野　剛司 岩崎　康治 霜田　重雄 石川　修子 高野　友丈 杉村　有司 原田　正一

平成17年度 災害 下総 高崎 埼玉 国際 東京医療 国府台 成育 西埼玉 東京病院 がん中央 埼玉 沼田 神奈川 東京病院 千葉東 全生園

35回 三浦　隆雄 太田　雅司 吉田　和浩 松林　守 土志田　健 益田　泰蔵 大西真理子 川村　公彦 立川　康則 竹田　信邦 吉田　茂久 小松　久人 霜田　重雄 石川　修子 杉村　有司 原田　正一 塩澤　勇治

平成18年度 東京病院 箱根 村山 埼玉 国際 がん中央 国府台 がん東 埼玉 東京病院 水戸 成育 高崎 神奈川 千葉東 西埼玉 久里浜

36回 三浦　隆雄 吉田　和浩 松林　守 渡司　博幸 北沢　敏男 木村　正行 大谷　雅彦　 益田　泰蔵 川村　公彦 深澤　文子 竹田　信邦 小松　久人 小松　和典 川畑　久 杉村　有司 原田　正一 塩澤　勇治

平成19年度 東京病院 災害 埼玉 精神神経 国際 相模原 国府台 がん中央 がん東 東京医療 東京病院 成育 長野 甲府 武蔵 西埼玉 久里浜

37回 三浦　隆雄 吉田　和浩 渡司　博幸 林　亮 北沢　敏男 益田　泰蔵 沼田　正男 川村　公彦 山崎　茂樹 会田　春光 深澤　文子 峰岸　正明 久間　修平 小松　和典 川畑　久 太田　雅司 原田　正一 名賀　秀己 山田　敏也

平成20年度 東京病院 災害 精神神経 横浜 国際 がん中央 相模原 がん東 生育 千葉東 東京医療 下志津 栃木 長野 甲府 箱根 西埼玉 下志津 下総

 三浦　隆雄 吉田　和浩 渡司　博幸 林　亮 峰岸　正明 川村　公彦 久間　修平 会田　春光 北沢　敏男 山田　晶 沼田　正男 山崎　茂樹 橋本　洋二 小松　和典 川畑　久 名賀　秀己 小林　和博 原田　哲志

平成21年度 東京病院 災害 霞ヶ浦 横浜 相模原 がん東 栃木 千葉東 国際 東京医療 埼玉 成育 がん中央 長野 甲府 下志津 国際戸山 箱根

38回 田島　紹吉 渡司　博幸 林　亮 峰岸　正明 平原　博美 仲間　盛之 金子　勇 菅原　恵子 北沢　敏男 山田　晶 沼田　正男 山崎　茂樹 橋本　洋二 太田　雅司 近藤　正 小林　和博 原田　哲志 内野　厳治

平成22年度 精神神経 霞ヶ浦 下志津 相模原 国府台 千葉東 災害 東京病院 国際 東京医療 埼玉 成育 がん中央 高崎 箱根 国際戸山 箱根 下総

39回 田島　紹吉 浅里　功 林　亮 峰岸　正明 平原　博美 仲間　盛之 金子　勇 菅原　恵子 小松崎正博 山田　晶 川上　正裕 青木　正哉 橋本　洋二 青木  貞男 石川　淳 小松　和典 近藤　正 内野　厳治

平成23年度 精神神経 相模原 下志津 宇都宮 高崎 千葉東 災害 東京病院 国際 東京医療 埼玉 全生園 がん中央 茨城東 楽泉園 東京 箱根 下総

40回 浅里　功 野田　岳 峰岸　正明 金子　司 青木　正哉 川上　正裕 小松崎正博 小沼　進吉 小池　容子 瀬戸　茂誉 荘司　路 寺戸　一昭 長井　俊道 長田　健児 田島　紹吉 上條　敏夫 青木  貞男 小川　勝 日吾　雅宜 内野　厳治 樋口　久晃

平成24年度 東京病院 高崎 宇都宮 栃木 相模原 埼玉 成育 千葉医療 下志津 東京医療 がん中央 国府台 横浜 国際 精神神経 西埼玉 茨城東 沼田 埼玉 村山 神奈川

41回 浅里　功 野田　岳 金子　司 後藤　信之 手塚　俊介 川上　正裕 平原　学 長島　恵子 小池　容子 瀬戸　茂誉 荘司　路 寺戸　一昭 長井　俊道 上條　敏夫 竹下　昌利 小川　勝 樋口　久晃 内野　厳治 長田　裕次

平成25年度 東京病院 高崎 栃木 災害 国際 埼玉 下総 千葉医療 下志津 東京医療 がん中央 国府台 横浜 西埼玉 精神神経 沼田 神奈川 村山 楽泉園

42回 峰岸　正明 岩﨑　康治 金子　司 後藤　信之 荘司　路 瀬戸　茂誉 手塚　俊介 寺戸　一昭 長井　俊道 平原　学 菊池　智晶 瀬下　明子 山崎　直樹 浅里　功 野田　岳 竹下　昌利 吉川　英一 長田　裕次 藤澤　紀良 水島　美津子

平成26年度 千葉医療 下志津 栃木医療 災害 がん中央 東京医療 国際 国府台 横浜 下総 埼玉 東京病院 神奈川 東京病院 高崎 精神神経 がん東 楽泉園 水戸 西新潟中央

43回 峰岸　正明 岩崎　康治 後藤　信之 小沼　進吉 長島　恵子 手塚　俊介 武田　昌基 荘司　路 長井　俊道 栁　進也 平原　学 山﨑　直樹 椎名　將昭  野田　岳 児玉　徳志 佐藤　俊行 小川　勝 鈴木喜久雄 吉川　英一

平成27年度 千葉医療 下志津 災害医療 甲府 東京医療 国際医療 がん東 がん中央 横浜医療 埼玉 下総 神奈川 茨城東  高崎総合 霞ヶ浦医療 西埼玉 神奈川 宇都宮 がん東

44回 峰岸　正明 岩﨑　康治 吉田　茂久 小沼　進吉 斉藤　友永 椎名　將昭 竹内　智也 長島　恵子 中谷　穏 真鍋　義弘 栁　進也 山崎　直樹 若林　弘 林　　亮 佐藤　俊行 久高　果市 吉川　英一 日吾　雅宜 南雲　功

平成28年度 高崎総合医療 下志津 がん東 横浜医療 千葉東 栃木医療 久里浜 東京医療 がん中央 国際医療 埼玉 神奈川 東京 相模原 西埼玉中央 多磨全生園 がん東 横浜医療 栃木医療

45回 峰岸　正明 山崎　正明 吉田　茂久 工藤　元記 岡村　康子 斉藤　友永 椎名　將昭 竹内　智也 中根　丈裕 中谷　穏 中尾　知江美 栁　進也 若林　弘 林　　亮 久高　果市 久間　修平 土井　誠一 南雲　功 桑村　良隆

平成29年度 高崎総合医療 さいがた医療 がん東 成育 千葉東 国際 栃木医療 久里浜 災害 がん中央 村山 埼玉 東京病院 相模原 多磨全生園 宇都宮 甲府 栃木医療 下総

46回 岩﨑　康治 渡辺　靖 小関　燈 吉田　茂久 椎名　將昭 石川　明子 白倉　聡 若林　弘 中谷　穏 中尾　知江美 岡村　康子 磯　敬 竹内　智也 北沢　敏男 久間　修平 永井　信浩 瀬下　明子 有次　耕三 菅　孝

平成30年度 埼玉 東埼玉 西埼玉 がん東 栃木医療 東京医療 国際 霞ヶ浦 がん中央 村山 千葉東 水戸 久里浜 甲府 宇都宮 茨城東 箱根 楽泉園 西新潟中央

47回 岩﨑　康治 吉田　茂久 若林　弘 椎名　將昭 田中　暁人 岡村　康子 石田　健倫 小川　裕子 白倉　聡 松林　秀弥 木津谷　亮 小池　勝人 竹内　智也 渡辺　靖 北沢　敏男 小関　燈 益田　泰蔵 佐藤　成彦 瀬下　明子 久間　修平

令和元年度 埼玉 信州上田 霞ヶ浦 水戸 相模原 埼玉 千葉東 成育 国際 がん中央 甲府 横浜 久里浜 西新潟 甲府 西埼玉 下志津 村山 栃木 宇都宮

48回 岩﨑　康治 吉田　茂久 若林　弘 椎名　將昭 井田　貴明 岡村　康子 市川　遼 小川　裕子 屋良　朝仁 松林　秀弥 木津谷　亮 中嶋　菜緒美 渡辺　靖 北沢　敏男 益田　泰蔵 山﨑　正明 久間　修平 山﨑　剛 竹内　智明

令和2年度 埼玉 信州上田 霞ヶ浦 水戸 相模原 埼玉 国府台 成育 国際 がん中央 甲府 下志津 西新潟 甲府 下志津 下総 宇都宮 災害 国府台

49回 吉田　茂久 椎名　將昭 遠藤　隆　 梅戸　克之 井田　貴明 岡村　康子 木津谷　亮 竹内　智也 市川　遼 中嶋　菜緒美 松林　秀弥 屋良　朝仁 前島　基志 山﨑　正明 瀬下　明子 竹内　智明 沼田　ますみ 山田　大助

令和3年度 渋川 水戸 横浜 信州上田 相模原 埼玉 甲府 東京医療 国府台 千葉 がん中央 国際 霞ヶ浦 下総 栃木 国府台 小諸 神奈川

50回 吉田　茂久 椎名　將昭 齋藤　広樹 梅戸　克之 井田　貴明 安中　未華 市川　遼 竹内　智也 中村　良幸 山口　卓哉 秋山　卓思 千木良　浩志 渡辺　順也 鷹取　有紀 飯田　伊織 前島　基志 瀬下　明子 小沼　進吉 山川　博史 沼田　ますみ 山田　大助

令和4年度 横浜 水戸 東長野 信州上田 相模原 横浜 国府台 東京医療 西新潟 東京 栃木 がん中央 国際 沼田 西埼玉 霞ヶ浦 高崎 東埼玉 がん東 小諸 神奈川


