
№ 役職名 法　人　名 氏　名 № 役職名 法　人　名 氏　名

1 会長 ㈱静岡銀行 中西勝則 46 理事 静岡生化学㈱ 鈴木一寿

2 副会長 田中産商㈱ 田中康隆 47 理事 ㈱静岡セイコー 櫻井貴彦

3 副会長 ㈱静岡合羽橋新村商店 新村隆司 48 理事 ㈱静岡西部建設 梅原義隆

4 副会長 しずおか焼津信用金庫 田形和幸 49 理事 ㈱静岡第一テレビ 杉山　洋

5 副会長 東海木材㈱ 漆畑真弓 50 理事 静岡鉄道㈱ 井石英介

6 副会長 第一建設㈱ 市川照 51 理事 静岡東海証券㈱ 内山景太

7 副会長 静清信用金庫 佐藤徳則 52 理事 ㈱シズデン 増田洋健

8 理事 ㈱インクス 淺場雅樹 53 理事 ㈱シャンソン化粧品 佐々栄一

9 理事 大万紙業㈱ 塚本一孝 54 理事 白井冷蔵㈱ 白井宏明

10 理事 福原紙器㈱ 福原弘敏 55 理事 ㈱シンコーメタックス 望月晴生

11 理事 ㈱汐入 鈴木吉彦 56 理事 スズワ運輸㈱ 鈴木圓子

12 理事 ㈱望月商事 望月元春 57 理事 ㈱静秀工業 長島秀親

13 理事 マスダスチール建設㈱ 増田洋久 58 理事 大和建設㈱ 伊藤知行

14 理事 平井工業㈱ 平井敏晃 59 理事 ㈱タカラ堂 植松昌美

15 理事 ㈱静岡総合保険コンサルティング 原　準 60 理事 瀧重機土木㈱ 瀧　博史

16 理事 大王電機㈱ 磯谷　巖 61 理事 ㈱タキナミコーポレーション 滝浪龍司

17 理事 ㈱住宅工房コイズミ 小泉雅裕 62 理事 ㈱竹酔 三宅純平

18 理事 ㈱大瀧建築事務所 大瀧さとみ 63 理事 中央静岡ヤクルト販売㈱ 中村貞夫

19 理事 ㈱あいネットサービス 飯野美枝子 64 理事 ㈲月ケ瀬 多田達朗

20 理事 ㈱アイワ不動産 関根和孝 65 理事 ㈲常木工務店 常木清行

21 理事 ㈱青山工務店 青山弘己 66 理事 東海カルバートサービス㈱ 堀池　彰

22 理事 アドバンハウス㈱ 小林靖彦 67 理事 東海広業㈱ 齊藤雄一

23 理事 ㈱アフター工房 横山敬仁 68 理事 東海梱包工業㈱ 山口高史

24 理事 安倍運輸㈱ 白鳥正人 69 理事 ㈱中島屋ホテルズ 鈴木雄二郎

25 理事 伊坂化成㈱ 伊坂龍一朗 70 理事 ㈲中田建材工業 望月昌仁

26 理事 ㈱伊勢藤商店 廣瀬康人 71 理事 日将㈱ 内藤　猛

27 理事 井田製材㈱ 井田純夫 72 理事 ㈱長谷川電機 長谷川靖洋

28 理事 ㈱イマイズミ 今泉　康 73 理事 花菱建設㈱ 住友哲也

29 理事 ㈱宇式通信システム 宇式寛記 74 理事 ㈱ピーエーシー 柴山貴伸

30 理事 ㈱栄和土木 金谷太一 75 理事 ㈱浮月 久保田隆

31 理事 (宗)円光院 浅井哲朗 76 理事 藤田電気㈱ 藤田綾子

32 理事 ㈱オカレイ 岡野武志 77 理事 ㈲誉 市川昭子

33 理事 ㈱ガーデンソフト 松浦秀三 78 理事 ㈱松岡カッター製作所 松岡慶子

34 理事 木内建設㈱ 木内藤男 79 理事 松林工業薬品㈱ 松林　崇

35 理事 岸本工業㈱ 乗松和宏 80 理事 丸宗建設㈱ 永野宗助

36 理事 (宗)弘願寺 眞野淳成 81 理事 ㈱マルチ 佐藤元保

37 理事 ㈱クーポール会館 佐原佳則 82 理事 丸山販売㈱ 平井義泰

38 理事 興和産業㈱ 磯西　真 83 理事 村田ボーリング技研㈱ 村田光生

39 理事 ㈱コスモワーク 朝倉憲太郎 84 理事 ㈱やまだいち 山田照敏

40 理事 コロナ工業㈱ 中原祐志 85 理事 菱和設備㈱ 山名昭義

41 理事 ㈱佐野製材所 佐野賢輔 86 理事 ㈲和田清商店 和田裕巳

42 理事 ㈱静岡朝日テレビ 関根俊介

43 理事 静岡市農業(協) 三津山定 1 監事 ㈱安心堂 大澤　猛

44 理事 静岡醤油(資) 隂山明典 2 監事 遠藤科学㈱ 林  隆裕

45 理事 ㈱静岡新聞社 増田　基 3 監事 ㈱テレビ静岡 孕石一男
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