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役　員　名　簿

■運営委員会

【運営委員長】 嶽下　宗男　 （FASC）

【副運営委員長】稲葉　憲二　 （NRC）

【副運営委員長】福田　淳三 　（Three.R）

【事務局長】 村瀬　秋男 　（CCST）

【運営委員】 青木　啓児　　ＪＡＦ登録部会委員（NRC）

石井　公久　　事業企画委員長（Pleasure）

上村　誠児　　モータースポーツ振興委員（SMSC）

加田　充　　　ジムカーナ専門部会長（TEAM ABC）

川崎　裕行　　JAF技術部会委員（SMSC）

河田　富美男　総務広報委員長 （SHALET）

小出　正則　　レース専門部会長（AASC）

小杉　兼一　　審査員グループリーダー（TOMBO）

後藤　康次　　共済会管理委員長（NRC）

齊藤　道夫　　ダートトライアル専門部会長（R&R）

鮫島　大湖　　ラリー専門部会長（MASC）

関　　哲也　　ＪＡＦ電気・ソーラーカー部会委員（GSS）

田中　一正　　ＪＡＦメディカル部会委員（NRC）

永井　伸一郎　福利厚生委員長（CCST）

林　　裕人　　ＪＡＦ安全部会委員（GSS）

増田　好洋　　モータースポーツ振興委員長（ZEST)

松本　洋　　　ＪＡＦラリー部会長（GSS）

山崎　利博　　JAFスピード競技ダート部会委員（FASC）

山本　克典　　モータースポーツ有識者懇話会座長（T321）

■理事会

【理事長】 鈴木　隆史

【理　事】 稲葉　憲二 【理　事】 武山　策彌　(会計監査役)

【理　事】 勝田　照夫 【理　事】 柘植　和廣

【理　事】 鬼頭　正人 【理　事】 福田　淳三

【理　事】 嶽下　宗男 【理　事】 村瀬　秋男

■レース部会

【部会長】 小出　正則（AASC） 【委　員】 杉本　達也（ARCN）

【副部会長】 寺崎　誠治（ARC） 【委　員】 長谷川　富康（ARCN）

【事務局長】 土井　康正（NRC） 【委　員】 福王子　一郎（GSS）

【委　員】 山田　浩二（ARC） 【顧　問】 神谷　和潤（AASC）

【委　員】 西井　正樹（AASC）

■ラリー部会

【部会長】 鮫島　大湖（MASC） 【委　員】 安藤　裕一（RST）

【副部会長】 香川　秀樹（MASC） 【委　員】 松浦　肇　（DART）

【事務局長】 勝股　宗弘（SHIROKIYA） 【委　員】 坂口　進　（DUCKBILL）

【事務局】 田中　潤　（MASC） 【委　員】 宮前　信彌（MSC-WAGO）

【委　員】 船木　一祥（MASC） 【委　員】 新井　健悟（TASC）

【委　員】 高橋　浩子（AASC）
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■ジムカーナ部会

【部会長】 加田　充　（TEAM ABC） 【委　員】 小谷　聡　（NRC）

【事務局長*】 菅野　秀昭（R&R） 【委　員】 清本　享志（yohkai）

【事務局】 坂　　和磨（ZEST） 【委　員】 速田　憲一（TOLAP）

【委　員】 豊田　昌孝（SHERATON） 【委　員】 森　　浩二（Team RS）

【委　員】 池田　峰輝（RST） 【委　員】 緒方　知良（Pleasure)

【委　員】 前島　孝光（M-I） 【委　員】 河合　豊美（ARC）

*)副部会長兼任

■ダートトライアル部会

【部会長】 齊藤　道夫（R&R） 【委　員】 天野　佳則 (ANTELOPE)

【副部会長】 落合　啓司（EATH） 【委　員】 竹中　耕一（B＆B）

【副部会長】 山﨑　利博（FASC） 【委　員】 寺田　伸　（T.T.G）

【事務局長】 小林　克人（EATH） 【委　員】 廣上　徹　（Ｒ-８石川）

【事務局】 柏木　康宏（SHALET） 【委　員】 松本　知行（TOMBO）

【広　報】 林　　徳明（FASC） 【顧　問】 福田　淳三（Three.R）

【広　報】 河田　富美男（SHALET）

■審査委員グループ

【リーダー】 小杉　兼一（TOMBO) 【委　員】 寺崎　誠治（ARC）

【委　員】 福田　淳三（Three.R） 【委　員】 豊田　昌孝（SHERATON）

【委　員】 高井　喜一郎（AASC） 【委　員】 芳田　浩二（BIG VAN）

【委　員】 村本　孝一（Three.R） 【委　員】 河西　信之（FASC）

【委　員】 坂　　和磨（ZEST） 【委　員】 山内　泰　（NRC）

【委　員】 前川　源秋（ＣＡＴ）

■モータースポーツ振興委員会

【委員長】 増田　好洋（ZEST） 【委　員】 高橋　浩子（AASC）

【委　員】 小川　浩幸（RUNABOUT） 【委　員】 寺田　伸　（T.T.G）

【委　員】 齊藤　道夫（R&R） 【委　員】 中田　博信（KRM）

【委　員】 佐々木康行（ZEST） 【委　員】 坂　　和磨（ZEST）

【委　員】 菅野　秀昭（R&R） 【委　員】 村木　佐千子（MASC）

■総務広報委員会

【委員長】 河田　富美男（SHALET）

【委　員】 坂　　和磨（ZEST）

■共済管理委員会

【委員長】 後藤　康次（NRC）

【会計監査】 武山　策彌　(会計監査役)

■事業企画委員会

【委員長】 石井　公久（Pleasure)

【委　員】

■事務局

【事務局長】 村瀬　秋男（CCST）

【委　員】 寺崎　誠治（ARC） 【委　員】 長坂　宏　（NRC）
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