
年 役職 支部名 氏名 会社名
初代本部長 杉並 佐藤　 直 白陽運輸㈱
副本部長 港 長井  純一 長井運送㈱
副本部長 深川 鎮目　隆雄 富国運輸㈱

本部長（２代目） 港 長井  純一 長井運送㈱
総務委員長 新宿 吉村　謙一 西武運送㈱
研修委員長 足立 田代　昌明 ㈱三急運輸
組織委員長 世田谷 目黒　秀幸 丸エス運送㈱

関ト協対策部長 多摩 鈴木　茂 筑波運輸建設㈱

本部長（３代目） 深川 鎮目　隆雄 ㈱フコックス
総務委員長 深川 鎮目　隆雄 ㈱フコックス
研修委員長 多摩 石井　一成 石井運送㈱
組織委員長 台東 大倉　公彦 マルダイ運送㈱

関ト協対策部長 港 藤井　守 ㈲三陽運送店

本部長 深川 鎮目　隆雄 ㈱フコックス
総務委員長 台東 大倉　公彦 マルダイ運送㈱
研修委員長 多摩 石井　一成 石井運送㈱
組織委員長 港 藤井　守 ㈲三陽運送店
広報委員長 足立 矢崎　敏央 弘済運輸㈱

関ト協対策委員長 台東 大倉　公彦 マルダイ運送㈱

本部長 深川 鎮目　隆雄 ㈱フコックス
総務委員長 足立 矢崎　敏央 弘済運輸㈱
研修委員長 練馬 長谷川　隆夫 長谷川運送㈲
組織委員長 江戸川 栗田　浩一 栗田運輸㈱
広報委員長 大田 小宮　邦浩 東邦運送㈱

関ト協対策委員長 足立 矢崎　敏央 弘済運輸㈱

本部長（４代目） 足立 矢崎　敏央 弘済運輸㈱
総務委員長 江戸川 栗田　浩一 栗田運輸㈱
研修委員長 板橋 篠本　密治 徳丸運輸倉庫㈱
組織委員長 城東 浅野　利幸 浅野興業㈱
広報委員長 台東 松本　有司 金方堂運輸㈱

関ト協対策委員長 江戸川 栗田　浩一 栗田運輸㈱

本部長 足立 矢崎　敏央 弘済運輸㈱
総務委員長 新宿 甲斐野　栄一 ㈲正運社運送店
研修委員長 板橋 篠本　密治 徳丸運輸倉庫㈱
組織委員長 城東 浅野　利幸 浅野興業㈱
広報委員長 台東 松本　有司 金方堂運輸㈱

関ト協対策委員長 新宿 甲斐野　栄一 ㈲正運社運送店

本部長（５代目） 台東 松本　有司 金方堂運輸㈱
総務委員長 城東 浅野　利幸 浅野興業㈱
研修委員長 多摩 須田　庄治 ㈱東名運輸
組織委員長 目黒 三橋　一郎 ㈱ミツハシ運輸梱包サービス
広報委員長 大田 松原　伸行 ㈱松原運送

関ト協担当委員長 板橋 篠本　密治 徳丸運輸倉庫㈱

本部長 台東 松本　有司 金方堂運輸㈱
総務委員長 城東 浅野　利幸 浅野興業㈱
研修委員長 千代田 中田　昌一 ㈲輕便社運送店
組織委員長 目黒 三橋　一郎 ㈱ミツハシ運輸梱包サービス
広報委員長 中野 緋田　政人 緋田運輸㈱

関ト協担当委員長 板橋 篠本　密治 徳丸運輸倉庫㈱

平成
１１年度

平成
１２年度
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平成
４～５年度

平成
６～７年度

平成
２～３年度

平成
１３年度

平成
８年度

平成
９年度

平成
１０年度
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年 役職 支部名 氏名 会社名
本部長（６代目） 品川 石川　康司 大東運輸㈱

総務委員長 大田 松原　伸行 ㈱松原運送
研修委員長 目黒 三橋　一郎 ㈲ミツハシ運輸梱包サービス
組織委員長 北 渡辺　高志 共成運輸㈱
広報委員長 多摩 須田　庄治 ㈱東名運輸

関ト協担当委員長 板橋 篠本　密治 徳丸運輸倉庫㈱

本部長 品川 石川　康司 大東運輸㈱
総務委員長 大田 松原　伸行 ㈱松原運送
研修委員長 世田谷 星　謙一 日本共榮運輸㈱
組織委員長 北 渡辺　高志 共成運輸㈱
広報委員長 練馬 関口　勝己 ㈱ケイ・エス・ライン

関ト協担当委員長 多摩 須田　庄治 ㈱東名運輸

本部長（７代目） 多摩 須田　庄治 ㈱東名運輸
総務委員長 大田 松原　伸行 ㈱松原運送
研修委員長 港 樋口　由人 川崎陸送㈱
組織委員長 北 渡辺　高志 共成運輸㈱
広報委員長 世田谷 星　謙一 日本共榮運輸㈱

関ト協担当委員長 足立 藤倉　泰徳 ㈱藤倉運輸

本部長（８代目） 大田 松原　伸行 ㈱松原運送
総務委員長 足立 藤倉　泰徳 ㈱藤倉運輸
研修委員長 港 樋口　由人 川崎陸送㈱
組織委員長 板橋 鈴木　伸一 みかさ運送㈱
広報委員長 杉並 五嶋　宏行 丸中梱包運輸㈱

関ト協担当委員長 足立 藤倉　泰徳 ㈱藤倉運輸

本部長（９代目） 足立 藤倉　泰徳 ㈱藤倉運輸
総務委員長 新宿 大島　弥一 大島運輸㈱
研修委員長 世田谷 杉山　基樹 ㈱シンコー
組織委員長 台東 伏見　健次 上野運送㈱
広報委員長 多摩 岩下　徳重 豊栄運送㈲

関ト協担当委員長 新宿 大島　弥一 大島運輸㈱

本部長（１０代目） 新宿 大島　弥一 大島運輸㈱
総務委員長 練馬 佐久間　恒好 ㈱商運サービス
研修委員長 文京 武井　一憲 ㈲武井物流
組織委員長 足立 都築　宏樹 ㈱都築運輸
広報委員長 台東 佐藤　孝高 春木運輸㈱

関ト協担当委員長 練馬 佐久間　恒好 ㈱商運サービス

本部長（１１代目） 練馬 佐久間　恒好 ㈱商運サービス
総務委員長 文京 武井　一憲 ㈲武井物流
研修委員長 板橋 和地　義嗣 ㈱丸喜運輸
組織委員長 多摩 笠原　史久 ㈱ＮＴＳロジ
広報委員長 新宿 村山　浩一 ㈱村山運輸

関ト協担当委員長 文京 武井　一憲 ㈲武井物流

本部長（１２代目） 文京 武井　一憲 ㈲武井物流
総務委員長 多摩 笠原　史久 ㈱ＮＴＳロジ
研修委員長 世田谷 前田　圭次郎 ㈱若運
組織委員長 台東 山本　明徹 ㈱大昌運輸
広報委員長 江戸川 森谷　英紀 ㈱エムティーロジ

関ト協担当委員長 多摩 笠原　史久 ㈱ＮＴＳロジ

平成
１８～１９年度

平成
２０～２１年度

平成
２２～２３年度

平成
２４～２５年度

平成
１４年度

平成
１５年度

平成
１６年度

平成
１７年度
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本部長（１３代目） 多摩 笠原　史久 ㈱ＮＴＳロジ

総務委員長 世田谷 前田　圭次郎 ㈱若運
研修委員長 板橋 中西　亮介 成増運輸㈱
組織委員長 深川 結城　賢進 結城運輸倉庫㈱
広報委員長 目黒 高橋　益衛 ㈱セイショウ

関ト協担当委員長 台東 山本　明徹 ㈱大昌運輸

本部長（１４代目） 深川 結城　賢進 結城運輸倉庫㈱
総務委員長 江戸川 佐藤　正樹 ㈱ワークオンクリエイト
研修委員長 中央 岩田　享也 八大㈱
組織委員長 台東 芋澤　勝宏 ㈱葛飾物流
広報委員長 板橋 中西　亮介 成増運輸㈱

関ト協担当委員長 台東 山本　明徹 ㈱大昌運輸

本部長（１５代目） 中央 岩田　享也 八大㈱
総務委員長 大田 金井　健蔵 ㈱共運
研修委員長 深川 奥井　亮祐 磯村運輸㈲
組織委員長 足立 野山　貴裕 ㈱三急運輸
広報委員長 江戸川 佐藤　正樹 ㈱ワークオンクリエイト

関ト協担当委員長 深川 結城　賢進 結城運輸倉庫㈱

平成
２６～２７年度

平成
２８～２９年度

平成３０年度
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