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分区 クラプID クラブ名 会長 幹事 分区 クラプID クラブ名 会長 幹事
13710 郡山RC 佐藤 尚宏 橋本 勝 13698 飯坂RC 石川 邦俊 紺野 容樹
13715 郡山西RC 森尾 和衛 鈴木 淳弥 13691 福島北RC 樋口 幸一 立花 志明
13711 郡山東RC 過足 和茂 鴫原 和義 13697 保原RC 菅野 拓司 志賀 裕市
13714 郡山南RC 村上 靖 早川 桂一 13690 福島東RC 安齋 文夫 國井 雄一郎
13712 郡山北RC 國府田 明弘 吉田 幹治 13753 梁川RC 佐藤 隆 光野 光弘
13713 郡山西北RC 佐藤 義康 佐藤 茂 13708 川俣RC 大内 徳美 長谷川 英樹
23984 郡山安積RC 鈴木 聡 加藤 英夫 84766 福島しんたつRC 西川 博美 一條 雅敏
50308 郡山アーバンRC 味戸 誠一郎 増子 ふみえ 13734 白河RC 渡辺 友彦 仁平 賢司
65774 郡山コスモスRC 桑原 雅人 寺山 幸徳 13738 須賀川RC 藤田 元 須田 智博
82786 福島グローバルRC 山田 覚 鈴木 美恵子 13696 東白川RC 大縄 剛 押田 洋平
13689 福島RC 相良 元章 吉田大樹 21757 石川RC 三瓶 光雄 添田 四十四
13724 二本松RC 鈴木 一弘 佐藤 義晃 21919 矢吹RC 遠藤 武士 三村 博隆
13692 福島南RC 渡邊 正義 宍戸 隆司 23677 白河西RC 高畠 裕 車田 裕介
21571 福島西RC 髙梨 哲男 高橋 智弘 30679 須賀川ぼたんRC 水上 哲夫 味戸 雄二郎
27296 福島中央RC 佐藤 元彦 亀岡 政雄 51475 白河南RC 箕輪 正男 佐藤 靖一
29750 二本松あだたらRC 藤井 利則 橋本 哲弥 13694 原町RC 佐藤 清壽 大杉 恵一
55549 福島2１RC 氏家 健 小林 利光 13736 相馬RC 佐伯 裕一 菊地 満
13683 会津若松RC 佐藤 武司 鈴木 義文 13722 浪江RC 松原 茂 小黒 敬三
13709 喜多方RC 伊藤 二郎 角田 龍一 13745 富岡RC 藤田 大 鹿股 亘
13685 会津若松西RC 鹿目長人 大堀 央人 29608 原町中央RC 菅野 弘陽 鎌田 淳一
13699 猪苗代RC 成井 理人 中村 岳嗣 75665 南相馬RC 川崎 博祐 鶴岡 恵子
13682 会津坂下RC 中島 信洋 鈴木 俊一 13718 本宮RC 佐々木 嘉宏 小沼 貞彦
13740 田島RC 渡部 高幸 三留 淳 13716 三春RC 橋本 国春 初見 和俊
13684 会津若松南RC 尾崎 友良 田中 冬至夫 13744 常葉RC 土屋 省一 浦山 照男
22818 会津若松城南RC 菊地 知 山口 隆義 13742 滝根RC 白石 勝敏 先﨑 温容
28469 喜多方中央RC 鈴木 淳一 若桑 勝豊 13693 船引RC 宗像 伸二 吉田 隆夫
30620 会津若松中央RC 星 美榮子 古川 善郎 21841 小野RC 舞木 富雄 石井 敏也
13703 いわき平RC 野沢 達也 鈴木 雄大
13702 いわき小名浜RC 吉田 一巳 溝井 光治
13701 いわき勿来RC 星 行夫 吉野 彰芳
13705 いわき内郷RC 渡邊 邦雄 山崎 建設
13700 いわき常磐RC 金土 重順 佐久間 守人
13704 いわき平東RC 山野辺 浩良 内藤 弘一
13706 いわき四倉RC 新妻 芳文 古市 三久
28784 いわき平中央RC 鈴木 一永 曽我 泉美
69320 いわき桜RC 舟生 美由紀 永山 眞由美
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