
令和３年度（一社）東京都トラック協会青年部役員名簿

※大田・多摩は幹事２名選出。それ以外の支部は１名選出。（規約によると、会員数４４名までは１名。４５～７４名までは２名。）

　ただし、本部長・副本部長を選出した支部は幹事を補充することが可能。 　

ブロック 支　部 氏    名 会社役職名 会   社   名

大田 金井　健蔵 取締役 ㈱共運

1 研修副委員長 千代田 川島　健太郎 代表取締役 アイ・エス運輸㈲

2 総務・関ト協担当委員 品川 穐山　千寿弥 専務取締役 ㈱盛運

3 総務委員長 渋谷 田中　雄 取締役 田中陸運㈱

4 総務・関ト協担当委員 中野 石原　一成 専務取締役 中根運送㈲

5 総務・関ト協担当委員 文京 菅　隆 代表取締役 ㈱マルヤマサービス

6 総務・関ト協担当委員 板橋 野地　和彦 常務取締役 ㈱野地輸送

7 研修委員長 荒川 出島　康佑 代表取締役 安立運輸㈱

8 研修副委員長 江戸川 彦田　敬輔 代表取締役社長 ㈱彦新

9 広報委員長 足立 野山　貴裕 代表取締役 ㈱三急運輸

10 総務・関ト協担当委員 多摩 荒川　隆義 代表取締役 ㈱多摩中日運輸

関ト協担当委員長 中央 岩田　享也 代表取締役社長 八大㈱

組織委員長 中央 渥美　明哲 取締役 渥美運輸㈱

広報副委員長 新宿 飯島　慎太郎 代表取締役 ㈱トーワ・デリバリー

組織副委員長 台東 芋澤　勝宏 代表取締役 ㈱葛飾物流

幹　事 組織委員 千代田 平岡　聖一郎 取締役 丸天運送㈱

幹　事 組織委員 中央 宇野　政雄 代表取締役 丸正運輸㈱

幹　事 組織委員 港 鶴田　慎一朗 代表取締役 ㈲鶴田運送店

幹　事 組織委員 品川 兼任

幹　事 組織委員 大田 岩田　仁宏 取締役副社長 新千梱包運輸㈱

幹　事 組織委員 大田 速水　友也 部長 ゑびす興運㈲

幹　事 研修委員 渋谷 鎗田　龍 取締役 鎗田運送㈱

幹　事 研修委員 世田谷 大塚　幾夫 代表取締役 川村運送有限会社

幹　事 研修委員 目黒 高橋　益衛 代表取締役 ㈱セイショウ

幹　事 研修委員 新宿 栗原　誠 代表取締役 栗原運送㈱

幹　事 研修委員 中野 兼任

幹　事 研修委員 杉並 佐藤　栄 専務取締役 白陽運輸㈱

幹　事 広報委員 文京 小嶋　崇義 代表取締役 ㈲東洋運輸商会

幹　事 広報委員 豊島

幹　事 広報委員 北

幹　事 広報委員 板橋 兼任

幹　事 広報委員 練馬 赤司　優貴 代表取締役 泉流通㈱

幹　事 広報委員 台東 家高　竜平 代表取締役社長 ㈱カーズ

幹　事 広報委員 墨田 江俣　重之 取締役部長 ㈱ジャパンロジスティクス

幹　事 広報委員 荒川 岸澤　武史 専務取締役 岸澤運輸㈱

幹　事 組織委員 深川 齋藤　敦士 代表取締役 サイショウ.エクスプレス㈱

幹　事 組織委員 城東 三浦　学 代表取締役社長 ㈱サンコーサービス

幹　事 組織委員 江戸川 横山　正武 代表取締役 ㈱山武運輸

幹　事 研修委員 葛飾 冨川　人史 専務取締役 東澤運送㈲

幹　事 研修副委員長 足立 赤司　好威 取締役　支店長 ㈱樋口物流サービス

10 幹　事 研修委員 多摩 井上　昭彦 代表取締役 井上運送㈱

第５・６ブロック 練馬 本橋　慶太郎 専務取締役 柏栄産業㈱ 

第７ブロック 墨田 髙木　隆光 常務取締役 髙木運輸㈱

※監事は、第５・６ブロックから１名、第７ブロックから１名選出

会長 中央 岩田　享也 代表取締役 八大㈱

（総務委員） 副会長 大田 金井　健蔵 取締役 ㈱共運

（研修委員） 常任幹事 渋谷 田中　雄 取締役 田中陸運㈱

幹事 中央 渥美　明哲 取締役 渥美運輸㈱

幹事 荒川 出島　康佑 代表取締役 安立運輸㈱
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