
1998年4月に中国支部、四国支部に分離

会長    開催地 会長 開催地 会長 開催地

第1回 平木　潔 岡山 第51回 山本　泰朗 高知 第101回 村脇　義和 米子
第2回 三好　和夫 徳島 第52回 三浦　邦彦 米子 第102回 天野　祐二 出雲
第3回 山崎　求己 高知 第53回 岸本　真也 広島 第103回 日高　徹 広島
第4回 松本　彰 山口 第54回 浮田　實 岡山 第104回 岡田　裕之 岡山
第5回 浦城　二郎 広島 第55回 坂下　修 高松 第105回 井上　和彦 松江
第6回 池田　博 松江 第56回 沖田　極 広島 第106回 濱本　哲郎 米子
第7回 平木　潔 岡山 第57回 奥原　種臣 広島 第107回 塩出　純二 岡山
第8回 松本　朝夫 高松 第58回 依光　幸夫 高知 第108回 吉原　正治 広島
第9回 石原　國 米子 第59回 友田　純 岡山 第109回 柳井　秀雄 宇部
第10回 藤田　輝雄 宇部 第60回 恩地　森一 松山 第110回 田利　晶 広島

第11回 石光　鐵三郎 松山 第61回 平川　弘泰 広島 第111回 八島　一夫 米子
第12回 浦城　二郎 広島 第62回 伊東　進 岡山 第112回 畠　　二郎 岡山
第13回 近藤　慶三 高知 第63回 福本　陽平 宇部 第113回 隅岡　正昭 広島
第14回 平木　潔 岡山 第64回 森田　稔 松山 第114回 古川　善也 広島
第15回 石光　鐵三郎 松山 第65回 川崎　寛中 広島 第115回 塩谷　昭子 岡山
第16回 藤田　輝雄 宇部 第66回 周防　武昭 米子 第116回 石原　俊治 島根
第17回 石原　國 米子 第67回 山本　俊 松江 第117回 松枝　和宏 岡山
第18回 竹内　議員 高松 第68回 井上　正規 広島 第118回 渡邉　千之 広島
第19回 三好　秋馬 広島 第69回 西岡　幹夫 高松 第119回 檜垣　真吾 宇部
第20回 三好　和夫 徳島 第70回 浦上　慶仁 徳島 第120回 磯本　一 米子
第21回 池田　博 松江 第71回 飯田　三雄 倉敷 第121回 藤代　浩史 出雲
第22回 三好　秋馬 広島 第72回 相良　安信 徳島 第122回 花田　敬士 広島
第23回 島田　宜浩 岡山 第73回 児玉　隆浩 山口 第123回 北台　靖彦 広島
第24回 内多　嘉具 高知 第74回 隅井　浩治 広島 第124回 河本　博文 岡山（WEB）

第25回 河村　虎太郎 広島 第75回 渡辺　誠 出雲 第125回 鎌田　智有 岡山（WEB）

第26回 岸　清一郎 岡山 第76回 富士　匡 宇部 第126回 河原　祥朗 岡山（WEB）

第27回 木村　郁郎 岡山 第77回 星加　和徳 岡山 *第80回まで中国・四国地方会
第28回 岡﨑　幸紀 山口 第78回 中澤　慶彦 高知
第29回 伊藤　剛二 広島 第79回 鶴見　哲也 岡山
第30回 太田　康幸 松山 第80回 春間　賢 広島
第31回 木原　彊 倉敷 第81回 伊藤　俊雄 岡山
第32回 福本　四郎 広島 第82回 木下　芳一 出雲
第33回 竹本　忠良 山口 第83回 為近　義夫 宇部
第34回 草加　芳郎 岡山 第84回 古城　治彦 米子
第35回 山本　泰猛 広島 第85回 三原　修 松江
第36回 平山　千里 鳥取 第86回 越智　浩二 岡山
第37回 中村　克衛 山口 第87回 上村　直実 広島
第38回 原田　英雄 岡山 第88回 茶山　一彰 広島
第39回 竹内　義員 高松 第89回 山本　博 岡山
第40回 柚木　宏 広島 第90回 井上　幹茂 南陽
第41回 北　昭一 岡山 第91回 岸本　幸広 米子
第42回 河村　奨 広島 第92回 水野　元夫 岡山
第43回 藤森　明良 岡山 第93回 吉田　智治 宇部
第44回 梶山　梧朗 広島 第94回 謝花　典子 米子
第45回 岸清　一郎 徳島 第95回 足立　経一 出雲
第46回 中山　健 広島 第96回 田妻　進 広島
第47回 小林　敏成 岡山 第97回 山本　和秀 岡山
第48回 中村　輝久 出雲 第98回 坂井田　功 宇部
第49回 淵上　忠彦 松山 第99回 藤木　茂篤 岡山
第50回 糸島　達也 岡山 第100回 田中　信治 広島

中国四国支部／中国支部歴代会長


