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野営 木村　利春 三島 5 ＢＶＳ副長

野営 鶴谷　耕士 三島14 ＢＳ隊長

野営 謝名元良吉 三島14 ＶＳ隊長

野営 白井　豊章 函南 2 団委員長

野営 土山　惟之 大仁 1 団委員長

野営 久原　宗仁 大仁 1 RS隊長

野営 大谷　正博 大仁 1 VＳ隊長

野営 諸伏　雄司 三島 3 ＢＳ副長

野営 水野　芳雄 三島 3 ＣＳ副長

野営 藤田　和夫 三島 3 団委員長

野営管理 吉田　昌敏 三島 5 ＶＳ隊長

野営管理 小林　　透 三島14 副団委員長

野営管理 白井　豊章 函南 2 団委員長

野営管理 土山　惟之 大仁 1 団委員長

野営管理 久原　宗仁 大仁 1 RS隊長

野営管理 大谷　正博 大仁 1 VＳ隊長

野営管理 藤田　和夫 三島 3 団委員長

野営管理 諸伏　雄司 三島 3 ＢＳ副長

野営管理 土山　龍之 三島 3 ＢＳ隊長

野営管理 藤澤　直樹 三島 3 ＶＳ隊長

救急 鈴木　直子 三島 5 ＣＳ隊長

救急 小林　　透 三島14 副団委員長 日赤救急法救急員

救急 青木　光秋 函南 1 ＶＳ隊長 薬剤師

救急 土山　惟之 大仁 1 団委員長

救急 井草　明 三島 3 団委員

野外炊事 鈴木　菜月 三島 5 団委員

野外炊事 山本登宜夫 函南 1 ＣＳ隊長

野外炊事 白井　豊章 函南 2 団委員長

野外炊事 大谷　正博 大仁 1 VＳ隊長

野外炊事 鶴谷　耕士 三島14 ＢＳ隊長

野外炊事 謝名元良吉 三島14 ＶＳ隊長

公民 鶴谷　耕士 三島14 ＢＳ隊長

公民 謝名元良吉 三島14 ＶＳ隊長

パイオニアリング 吉田　昌敏 三島 5 ＶＳ隊長 パイオニアリングの作成に熟練している

パイオニアリング 八巻　　進 三島14 団委員 野営工作業務従事

パイオニアリング 土山　惟之 大仁 1 団委員長 パイオニアリングの技術に精通

パイオニアリング 久原　宗仁 大仁 1 RS隊長 パイオニアリングの技術に精通

パイオニアリング 大谷　正博 大仁 1 VS隊長 パイオニアリングの技術に精通

パイオニアリング 諸伏　雄司 三島 3 ＢＳ副長 パイオニアリングの技術に精通

パイオニアリング 土山　龍之 三島 3 ＢＳ隊長 パイオニアリングの技術に精通

パイオニアリング 藤澤　直樹 三島 3 ＶＳ隊長 パイオニアリングの技術に精通

リーダーシップ 鶴谷　耕士 三島14 ＢＳ隊長

リーダーシップ 謝名元良吉 三島14 ＶＳ隊長

三島地区



2021年2月28日

担当技能章 氏　　名 所属団 団役務 専門技能他

三島地区

ハイキング 鶴谷　耕士 三島14 ＢＳ隊長

ハイキング 謝名元良吉 三島14 ＶＳ隊長

スカウトソング 鶴谷　耕士 三島14 ＢＳ隊長

スカウトソング 謝名元良吉 三島14 ＶＳ隊長

通信 鶴谷　耕士 三島14 ＢＳ隊長

通信 謝名元良吉 三島14 ＶＳ隊長

計測 鶴谷　耕士 三島14 ＢＳ隊長

計測 謝名元良吉 三島14 ＶＳ隊長

観察 鶴谷　耕士 三島14 ＢＳ隊長

観察 謝名元良吉 三島14 ＶＳ隊長

水泳 小林　　透 三島14 副団委員長 日赤水上安全法救助員

水泳 土山　惟之 大仁 1 団委員長

水泳 本持　信慈 三島 3 ＲＳ隊長

案内 福士　　一 三島14 団委員長 三島市在住

エネルギー 酒井　和人 三島 5 ＢＳ隊長

エネルギー 福士　　一 三島14 団委員長 設備管理業務従事

介護 酒井　知華子 三島 5 育成会

介護 鈴木　信司 三島 5 団委員

介護 小森  博司 三島 5 団委員

介護 諏訪部　千鶴 三島 5 ＢＶＳ副長 老人ホーム職員

介護 小林　　透 三島14 副団委員長 福祉住環境コーディネーター

介護 小野　成美 函南 2 BVS副長

介護 佐々木　茜 大仁 1 団委員

看護 室伏　明恵 大仁 1 団委員

看護 浅利　未来 大仁 1 団委員 看護師

手話 小野　成美 函南 2 BVS副長

手話 内田  彩子 大仁 1 育成会員 手話講師

世界友情 上條　  猛 三島 5 団委員長

世界友情 謝名元良吉 三島14 ＶＳ隊長 ＷＪ参加、国際交流堪能

世界友情 本持　信慈 三島 3 ＲＳ隊長 国際交流経験豊富

通訳 上條　  猛 三島 5 団委員長

園芸 小林伊津子 三島 5 ＢＶＳ隊長

園芸 近藤　　勇 大仁 1 育成会員 植木業

園芸 藤田　和夫 三島 3 団委員長

演劇 謝名元良吉 三島14 ＶＳ隊長 演劇部所属

音楽 木村　利春 三島 5 ＢＶＳ副長

音楽 佐藤　順子 函南 2 CS隊長

音楽 土山　和雅 三島 3 副団委員長 音楽大学出身

華道 岩沢　近子 三島 5 なし

華道 八巻　知子 三島14 ＢＶＳ隊長 インストラクター

茶道 八巻　知子 三島14 ＢＶＳ隊長 官休庵的傳

写真 吉田　昌敏 三島 5 ＶＳ隊長

写真 伊藤　伸生 三島14 団委員 日本写真家協会会員



2021年2月28日

担当技能章 氏　　名 所属団 団役務 専門技能他

三島地区

書道 伊藤　恵美 三島14 ＣＳ隊長 文科省毛筆書写技能検定2級

書道 土山　雅之 三島 3 ＣＳ副長 書道2段

伝統芸能 酒井　知華子 三島 5 育成会 お囃子、踊りの経験あり

伝統芸能 木村　直音 三島 5 ＢＳ副長補 お囃子の経験あり

文化財保護 井口　俊靖 三島 5 育成会長

文化財保護 久原　宗仁 大仁 1 RS隊長

木工 植木　繁雄 三島 5 団委員

木工 八巻　　進 三島14 団委員 木工工作業務従事

安全 上條　  猛 三島 5 団委員長

安全 土山　惟之 大仁 1 団委員長

安全 室伏　明恵 大仁 1 団委員 看護師

安全 浅利　未来 大仁 1 団委員 看護師

家庭修理 鈴木　信司 三島 5 団委員 日曜大工の道具使用に精通

家庭修理 八巻　  進 三島14 団委員 設備管理業務従事

家庭修理 石井　章二 大仁 1 VＳ隊長 建具業

家庭修理 土山　惟之 大仁 1 団委員長

環境衛生 佐藤　順子 函南 2 CS隊長 獣医師

コンピューター 岡野　　泉 三島 5 副団委員長 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ会社勤務

コンピューター 青木　光秋 函南 1 VS隊長

コンピューター 川口　利宏 函南 1 ＢＳ隊長

コンピューター 土屋　秀美 大仁 1 副団委員長

コンピューター 大谷　正博 大仁 1 VS隊長 システム関連

搾乳 小森  照子 三島 5 ＢＳ副長

搾乳 佐藤　順子 函南 2 CS隊長 獣医師

自動車 酒井　和人 三島 5 ＢＳ隊長

自動車 筒井　　真 三島 5 団委員 大型自動車免許所持

自動車 八巻　  進 三島14 団委員 管理業務（大型免許）

自動車 謝名元良吉 三島14 ＶＳ隊長 運送業務（けん引免許）

自動車 土山　和雅 三島 3 副団委員長 大型自動車免許所持

事務 伊藤　恵美 三島14 ＣＳ隊長 総務関係業務従事

事務 三枝　邦昭 三島 3 副団委員長

珠算 諏訪部　千鶴 三島 5 ＢＶＳ副長

珠算 野崎　美紀 三島 3 ＢＶＳ副長

消防 福士　　一 三島14 団委員長 防火管理者

森林愛護 八巻　  進 三島14 団委員 農園管理業務従事

森林愛護 白井　豊章 函南 2 団委員長 林業技師

森林愛護 近藤　　勇 大仁 1 育成会員 植木業

洗濯 佐野　溶子 三島 5 ＶＳ副長

測量 白井　豊章 函南 2 団委員長 測量士補

測量 土屋　　仁 大仁 1 BS隊長 測量業

鳥獣保護 佐藤　順子 函南 2 CS隊長 獣医師

釣り 鈴木　信司 三島 5 団委員

釣り 伊藤　恵美 三島14 ＣＳ隊長 釣りについて堪能
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釣り 土山　知行 三島 3 団委員

溺者救助 小林　　透 三島14 副団委員長 日赤水上安全法救助員

電気 岩沢　隆志 三島 5 副団委員長 第1種電気工事士

電気 福士　　一 三島14 団委員長 電気工事士

電気 市川　興一 三島 3 育成会長 2級電気工事士　

天文 大谷　正博 大仁 1 VS隊長

土壌 八巻　  進 三島14 団委員 自然農法文化事業団勤務

農機具 八巻　  進 三島14 団委員 農場設備管理業務従事

簿記 諏訪部　千鶴 三島 5 ＢＶＳ副長

簿記 鶴谷　耕士 三島14 ＢＳ隊長 経理監査業務に従事

簿記 野崎　美紀 三島 3 ＢＶＳ副長

無線通信 鈴木　信司 三島 5 団委員 2級ｱﾏﾁｭｱ無線技士

無線通信 福士　　一 三島14 団委員長 4級アマヂュア無線技師

無線通信 八巻　知子 三島14 ＢＶＳ隊長 4級アマヂュア無線技師

無線通信 八巻　  進 三島14 団委員 4級アマヂュア無線技師

無線通信 小林　　透 三島14 副団委員長 4級アマヂュア無線技師

無線通信 土山　惟之 大仁 1 団委員長 3級ｱﾏﾁｭｱ無線技師

無線通信 土屋　秀美 大仁 1 副団委員長 4級ｱﾏﾁｭｱ無線技師

無線通信 石井　精一 大仁 1 団委員 4級ｱﾏﾁｭｱ無線技師

無線通信 土山　雅之 三島 3 ＣＳ副長 4級ｱﾏﾁｭｱ無線技士

有線通信 福士　　一 三島14 団委員長 電話設備業務従事

有線通信 土屋　秀美 大仁 1 副団委員長

養鶏 八巻　  進 三島14 団委員 畜産業務経験者

養鶏 佐藤　順子 函南 2 CS隊長 獣医師

養豚 佐藤　順子 函南 2 CS隊長 獣医師

ラジオ 鈴木　信司 三島 5 団委員

ラジオ 土屋　秀美 大仁 1 副団委員長

わら工 八巻　  進 三島14 団委員 わら工について堪能

カヌー 藤田　和夫 三島 3 団委員長

カヌー 土山　龍之 三島 3 ＢＳ隊長

自転車 鈴木　信司 三島 5 団委員

自転車 八巻　  進 三島14 団委員 設備管理業務従事

スキー 上條　  猛 三島 5 団委員長

スキー 久原　宗仁 大仁 1 RS隊長

スケート 小森  博司 三島 5 団委員

漕艇 土山　和雅 三島 3 副団委員長 1級小型船舶操縦士

登山 吉田  昌敏 三島 5 ＶＳ隊長

登山 酒井　和人 三島 5 ＢＳ隊長

登山 久原　宗仁 大仁 1 RS隊長

登山 土山　龍之 三島 3 ＢＳ隊長 日本山岳会会員

パワーボート 土山　和雅 三島 3 副団委員長 1級小型船舶操縦士

ヨット 大谷　正博 大仁 1 VS隊長 会社のヨット部に所属

武道・武術 酒井　和人 三島 5 ＢＳ隊長 柔道有段者
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武道・武術 井口　俊靖 三島 5 育成会長 剣道有段者

武道・武術 小林　　透 三島14 副団委員長 柔道初段

武道・武術 土山　雅之 三島 3 ＣＳ副長

武道・武術 本持　信慈 三島 3 ＲＳ隊長 剣道5段

環境保護 佐藤　順子 函南 2 CS隊長 獣医師

薬事 上條　  猛 三島 5 団委員長 薬剤師の資格所持

薬事 鈴木　直子 三島 5 ＣＳ隊長 薬剤師

薬事 高崎浩太郎 三島14 団委員 薬剤師、薬学博士

防災 吉田　昌敏 三島 5 ＶＳ隊長 防災についてスカウト指導経験あり

情報処理 岡野　　泉 三島 5 副団委員長 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ会社勤務

情報通信 岡野　　泉 三島 5 副団委員長 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ会社勤務

ネットユーザー 岡野　　泉 三島 5 副団委員長 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ会社勤務
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野営 前田　経夫 沼津1団 団委員長 野営法研修の講師経験者

野営 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長 野営法研修の講師経験者

野営 井出　明宏 沼津4団 ＢＳ副長 スカウトキャンプに精通

野営 井出　　勝 沼津4団 ＶＳ隊長 スカウトキャンプに精通

野営 山田　佳彦 沼津4団 団委員 スカウトキャンプに精通

野営 土方　幸吉 沼津4団 ＶＳ副長 スカウトキャンプに精通

野営 唐國　宏章 沼津16団 ＢＳ隊長 スカウトキャンプに精通

野営 西山　考司 沼津16団 ＶＳ隊長 野営法研修の講師経験者

野営 小原　純一 沼津19団 ＢＳ隊長 野営法研修の講師経験者

野営 穀野　　武 長泉2団 ＢＶＳ隊長 野営法研修の講師経験者

野営 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長 野営法研修の講師経験者

野営管理 前田　経夫 沼津1団 団委員長 野営法研修の講師経験者

野営管理 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長 野営法研修の講師経験者

野営管理 土方　幸吉 沼津4団 ＶＳ副長 スカウトキャンプに精通

野営管理 唐國　宏章 沼津16団 ＢＳ隊長 スカウトキャンプに精通

野営管理 西山　考司 沼津16団 ＶＳ隊長 野営法研修の講師経験者

野営管理 小原　純一 沼津19団 ＢＳ隊長 野営法研修の講師経験者

野営管理 穀野　　武 長泉2団 ＢＶＳ隊長 野営法研修の講師経験者

野営管理 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長 野営法研修の講師経験者

救急 前田　経夫 沼津1団 団委員長 ライフセーバーレスキュー

救急 阿部　哲史 沼津16団 団委員 医師（開業医　内科・胃腸科）

救急 小澤　達也 清水町1団 非加盟員 救急救命士

野外炊事 前田　経夫 沼津1団 団委員長 調理師

野外炊事 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長

野外炊事 森　　瑞希 沼津1団 ＢＳ副長

野外炊事 田村　照児 沼津4団 団委員長

野外炊事 井出　　勝 沼津4団 ＶＳ隊長

野外炊事 山田　佳彦 沼津4団 団委員

野外炊事 唐國　宏章 沼津16団 ＢＳ隊長

野外炊事 小原　純一 沼津19団 ＢＳ隊長

野外炊事 河原崎　督治 沼津19団 ＲＳ隊長

野外炊事 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長

公民 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長 教員免許所持

公民 井出　　勝 沼津4団 ＶＳ隊長

公民 唐國　宏章 沼津16団 ＢＳ隊長 教師　教員免許所持

公民 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長

公民 風間　妙子 清水町1団 ＲＳ副長

パイオニアリング 前田　経夫 沼津1団 団委員長 大型構造物の構築指導経験者

パイオニアリング 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長 大型構造物の構築指導経験者

パイオニアリング 市川　忠好 沼津1団 ＲＳ隊長 大型構造物の構築指導経験者

パイオニアリング 井出　　勝 沼津4団 ＶＳ隊長 大型構造物の構築指導経験者

パイオニアリング 山田　佳彦 沼津4団 団委員 大型構造物の構築指導経験者

パイオニアリング 土方　幸吉 沼津4団 ＶＳ副長 大型構造物の構築指導経験者

沼駿地区
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パイオニアリング 唐國　宏章 沼津16団 ＢＳ隊長 大型構造物の構築指導経験者

パイオニアリング 西山　考司 沼津16団 ＶＳ隊長 大型構造物の構築指導経験者

パイオニアリング 小原　純一 沼津19団 ＢＳ隊長 大型構造物の構築指導経験者

パイオニアリング 川上　広司 沼津19団 ＣＳ隊長 大型構造物の構築指導経験者

パイオニアリング 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長

パイオニアリング 田中　　寛 長泉2団 ＢＳ隊長 大型構造物の構築指導経験者

パイオニアリング 川島　一郎 長泉2団 ＢＶＳ副長 大型構造物の構築指導経験者

パイオニアリング 古谷　英治 裾野3団 ＢＳ隊長 大型構造物の構築指導経験者

リーダーシップ 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長

リーダーシップ 井出　　勝 沼津4団 ＶＳ隊長

リーダーシップ 土方　幸吉 沼津4団 ＶＳ副長

リーダーシップ 唐國　宏章 沼津16団 ＢＳ隊長

リーダーシップ 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長

リーダーシップ 風間　妙子 清水町1団 ＲＳ副長

ハイキング 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長

ハイキング 森　　瑞希 沼津1団 ＢＳ副長

ハイキング 森　　瑞季 沼津1団 ＣＳ副長

ハイキング 井出　明宏 沼津4団 ＢＳ副長

ハイキング 井出　　勝 沼津4団 ＶＳ隊長

ハイキング 大竹　新次郎 沼津4団 ＲＳ隊長

ハイキング 唐國　宏章 沼津16団 ＢＳ隊長

ハイキング 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長

ハイキング 田中　寛 長泉2団 ＢＳ隊長

ハイキング 高田　直哉 長泉2団 ＣＳ隊長

スカウトソング 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長

スカウトソング 森　　瑞希 沼津1団 ＢＳ副長

スカウトソング 森　　瑞季 沼津1団 ＣＳ副長

スカウトソング 井出　　勝 沼津4団 ＶＳ隊長

スカウトソング 土方　幸吉 沼津4団 ＶＳ副長

スカウトソング 唐國　宏章 沼津16団 ＢＳ隊長

スカウトソング 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長

通信 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長

通信 土方　幸吉 沼津4団 ＶＳ副長

通信 唐國　宏章 沼津16団 ＢＳ隊長

通信 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長

通信 高田　直哉 長泉2団 CS隊長

計測 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長

計測 井出　　勝 沼津4団 ＶＳ隊長

計測 唐國　宏章 沼津16団 ＢＳ隊長

計測 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長

計測 田中　寛 長泉2団 BS隊長

観察 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長

観察 井出　　勝 沼津4団 ＶＳ隊長
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観察 唐國　宏章 沼津16団 ＢＳ隊長

観察 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長

観察 赤坂　善彌 長泉2団 BS副長

水泳 前田　経夫 沼津1団 団委員長 ライフセーバーレスキュー

水泳 森　　瑞季 沼津1団 ＣＳ副長 水泳に堪能

水泳 市川　忠好 沼津1団 ＲＳ隊長 水泳に堪能

水泳 穀野　　武 長泉2団 ＢＶＳ隊長 水泳に堪能

案内 森　　瑞希 沼津1団 ＢＳ副長 営業職のため、地域の状況に精通

案内 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長

案内 穀野　　武 長泉2団 ＢＶＳ隊長 長期に居住し、地域の状況に精通

案内 芹澤　芳正 裾野3団 副団委員長 長期に居住し、地域の状況に精通

エネルギー 穀野　　武 長泉2団 ＢＶＳ隊長 エネルギーの専門知識を有する

エネルギー 山本　貞一 清水町1団 非加盟員 元東電職員（教官職）

介護 森 　　　薫 沼津1団 ＣＳ副長 介護職従事

介護 阿部　哲史 沼津16団 団委員 医師（開業医　内科・胃腸科）

介護 山下　　勇 長泉2団 副団委員長 介護福祉士

介護 内田　　晃 清水町7団 デンリーダー 介護に精通

介護 内田 　 恵子 清水町7団 デンリーダー 介護に精通

看護 森 　　　薫 沼津1団 ＣＳ副長 介護職のため、看護にも精通

手話 中山　  淳 沼津19団 団委員長 手話に精通

世界友情 渡部　　迅 沼津4団 ＣＳ副長

世界友情 小野寺　勇洋 清水町第1団 ＲＳ副長 英検準１級

通訳 折口　道明 沼津1団 ＢＳ副長 通訳に精通

通訳 榊原　富士美 沼津16団 ＣＳ副長 通訳に精通

通訳 GEOFF　PARMENTER 沼津19団 ＣＳ副長 通訳に精通

通訳 小野寺　勇洋 清水町第1団 ＲＳ副長 英検準１級

通訳 野田　由男 沼津4団 ＢＳ隊長 通訳に精通

園芸 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長 農業大学卒/高校農業教員免許所持

園芸 榊原　富士美 沼津16団 ＣＳ副長 農家で園芸に精通

園芸 神戸　政孝 長泉2 副団委員長 農家で園芸に精通

園芸 大竹　新次郎 沼津4団 ＲＳ隊長 園芸に精通

演劇 佐藤　清子 沼津1団 ＣＳ隊長 演劇に精通

演劇 榊原　富士美 沼津16団 ＣＳ副長 演劇に精通

音楽 唐國　宏章 沼津16団 ＢＳ隊長 音楽に精通

絵画 江神　麻紀 沼津4団 BVS隊長 絵画に精通

華道 田村　輝美 沼津4団 団委員 華道に精通

茶道 佐藤　清子 沼津1団 ＣＳ隊長 茶道に精通

茶道 田村　輝美 沼津4団 団委員 茶道に精通

茶道 風間　妙子 清水町1団 ＲＳ副長 表千家　講師（名取）

写真 折口　道明 沼津1団 ＢＳ副長 カメラに精通

写真 井出　明宏 沼津4団 ＢＳ副長 カメラに精通

写真 坂詰　龍一 沼津16団 団委員 カメラに精通

写真 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長 カメラに精通
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写真 粟田　正志 長泉2団 団委員 カメラに精通

写真 谷井　宣洋 長泉2団 団委員 カメラに精通

書道 森　　瑞季 沼津1団 ＣＳ副長 毛筆5段、硬筆4段

書道 田村　輝美 沼津4団 団委員

書道 森野　重夫 清水町1団 非加盟員 書道　師範（名取）

竹細工 山田　耕作 長泉2団 団委員 長年、竹細工制作

伝統芸能 勝又　洋子 長泉2団 ＯＢ 長年、神社の文化芸能を指導

文化財保護 鶴田　晴徳 沼津1団 ＢＶＳ隊長 文化財保護に精通(専門職従事)

木工 土方　幸吉 沼津4団 ＶＳ副長 木工製作を多数経験

木工 唐國　宏章 沼津16団 ＢＳ隊長 技術科教師

木工 西山　考司 沼津16団 ＶＳ隊長 木工製作を多数経験

木工 川島　一郎 長泉2団 ＢＶＳ副長 木工製作を多数経験

木工 大竹　新次郎 沼津4団 ＲＳ隊長 木工製作を多数経験

安全 折口　道明 沼津1団 ＢＳ副長 職場で安全担当経験者

安全 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長 職場で安全担当経験者

安全 土方　幸吉 沼津4団 ＶＳ副長 職場で安全担当経験者

安全 唐國　宏章 沼津16団 ＢＳ隊長 職場で安全担当経験者

安全 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長

安全 大沼　博政 長泉2団 団委員長 防災に精通

家庭修理 田村　照児 沼津4団 団委員長 木工道具の使い方に精通

家庭修理 井口　英敏 沼津4団 ＢＳ隊長 木工道具の使い方に精通

家庭修理 土方　幸吉 沼津4団 ＶＳ副長 木工道具の使い方に精通

家庭修理 西山　考司 沼津16団 ＶＳ隊長 木工道具の使い方に精通

家庭修理 川島 一郎 長泉2団 ＢＶＳ副長 木工道具の使い方に精通

環境衛生 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長

コンピューター 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長 アプリ開発/情報処理技術者/PC保守業

コンピューター 唐國　宏章 沼津16団 ＢＳ隊長 コンピュータ教育の講師

コンピューター 川島　一郎 長泉2団 ＢＶＳ副長 コンピュータ教育の講師

コンピューター 森石　健一 清水町1団 ＲＳ副長 Webデザイン技能検定3級・ウェブクリエイター認定試験3級・MOSマスター

コンピューター 生木　規之 裾野3団 団委員 ＰＣに精通

コンピューター 野田　由男 沼津4団 ＢＳ隊長 ＰＣに精通

裁縫 榊原　富士美 沼津16団 ＣＳ副長 裁縫に精通

裁縫 風間　妙子 清水町1団 ＲＳ副長 和裁　講師（教授補）

搾乳 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長 農業大学卒/高校農業教員免許所持

自動車 折口　道明 沼津1団 ＢＳ副長 自動車の構造等に精通

自動車 前田　経夫 沼津1団 団委員長 自動車の構造等に精通

自動車 土屋　　智 沼津19団 団委員 自動車整備に従事

自動車 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長 大型運転免許

自動車 小野寺　勇洋 清水町第1団 ＲＳ副長 大型運転免許・牽引運転免許

自動車 芦川　敏彦 長泉2団 ＯＢ 自動車整備に従事

自動車 渡邉　富夫 長泉2団 育成会長 自動車整備業務に精通

自動車 木内　浩美 裾野3団 ＲＳ隊長 自動車の構造等に精通

事務 佐藤　清子 沼津1団 ＣＳ隊長 事務に堪能
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事務 風間　妙子 清水町1団 ＲＳ副長 商業簿記１級・工業簿記１級

事務 赤坂　善彌 長泉2団 ＢＳ副長 事務に堪能

事務 勝又　清慈 長泉2団 ＢＳ副長 事務に堪能

珠算 佐藤　清子 沼津1団 ＣＳ隊長 珠算が堪能

珠算 風間　妙子 清水町1団 ＲＳ副長 珠算２級

消防 小澤　達也 清水町1団 非加盟員 消防士

消防 杉本　泰幸 長泉2団 ＣＳ副長 消防・防災製品の販売者

信号 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長 元陸上自衛隊　甲種　通信士

珠算 大竹　新次郎 沼津4団 ＲＳ隊長 珠算が堪能

森林愛護 渡辺　勇仁 沼津1団 非加盟員

森林愛護 山田　耕作 長泉2団 団委員 自然の家勤務経験者で林の管理に精通

森林愛護 河原崎　督治 沼津19団 ＲＳ隊長 森林関連業務従事

森林愛護 山田　恭久 長泉2団 団委員 森林関連業務に従事

洗濯 風間　妙子 清水町1団 ＲＳ副長

測量 田中　　寛 長泉2団 ＢＳ隊長 土木関連の技術士

測量 日吉　信好 裾野3団 ＯＢ

測候 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長 元陸上自衛隊　航空科職種

釣り 折口　道明 沼津1団 ＢＳ副長 釣りに堪能

釣り 渡辺　勇仁 沼津1団 非加盟員 釣りに堪能

釣り 穀野　　武 長泉2団 ＢＶＳ隊長 釣りに堪能

釣り 日吉　信好 裾野3団 ＯＢ 釣りに堪能

釣り 生木　規之 裾野3団 ＢＳ隊長 釣りに堪能

釣り 青木　善文 裾野3団 団委員 釣りに堪能

溺者救助 前田　経夫 沼津1団 団委員長 ライフセーバーレスキュー

電気 市川　忠好 沼津1団 ＲＳ隊長 電気関連業務従事

電気 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長 電気関連業務従事

電気 井口　英敏 沼津4団 ＢＳ隊長 電気関連業務従事

電気 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長 元防衛庁　整備士（航空通信修理）

電気 山本　貞一 清水町1団 非加盟員 元東電職員（教官職）

電気 生木　規之 裾野3団 ＢＳ隊長 電気関連業務従事

天文 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長 中学理科/高校理科教員免許所持

天文 唐國　宏章 沼津16団 ＢＳ隊長 天文に精通

土壌 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長 農業大学卒/高校農業教員免許所持

土壌 神戸　政孝 長泉2団 副団委員長 農耕業務に従事

農機具 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長 農業大学卒/高校農業教員免許所持

農機具 榊原　富士美 沼津16団 ＣＳ副長 農家で農機具に精通

農機具 神戸　政孝 長泉2団 副団委員長 農耕業務に従事

農機具 古谷　英治 裾野3団 ＢＳ隊長 農家で農機具に精通

農業経営 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長 農業大学卒/高校農業教員免許所持

農業経営 神戸　政孝 長泉2団 副団委員長 農耕業務に従事

農業経営 古谷　英治 裾野3団 ＢＳ隊長 農耕業務に従事

簿記 佐藤　清子 沼津1団 ＣＳ隊長 簿記に堪能

簿記 井出　　勝 沼津4団 ＶＳ隊長 簿記に堪能



2021年2月28日

担当技能章 氏　　名 所属団 団役務 専門技能他

沼駿地区

簿記 風間　妙子 清水町1団 ＲＳ副長 商業簿記１級・工業簿記１級

簿記 勝又　清慈 長泉2団 ＢＳ副長 地元商工会にて、簿記指導

簿記 大竹　新次郎 沼津4団 ＲＳ隊長 簿記に堪能

無線通信 市川　忠好 沼津1団 ＲＳ隊長 アマチュア無線資格所持

無線通信 山田　佳彦 沼津4団 団委員 アマチュア無線資格所持

無線通信 土方　幸吉 沼津4団 ＶＳ副長 アマチュア無線資格所持

無線通信 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長 元陸上自衛隊　甲種　通信士

無線通信 大沼　博政 長泉2団 団委員長 アマチュア無線資格所持

無線通信 山田　恭久 長泉2団 団委員 アマチュア無線資格所持

無線通信 室伏　時雄 裾野3団 団委員 アマチュア無線資格所持

無線通信 生木　規之 裾野3団 団委員 アマチュア無線資格所持

有線通信 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長 元陸上自衛隊　甲種　通信士

養鶏 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長 農業大学卒/高校農業教員免許所持

養豚 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長 農業大学卒/高校農業教員免許所持

ラジオ 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長 元防衛庁　整備士（航空通信修理）

わら工 榊原　富士美 沼津16団 ＣＳ副長 農家でわら工に精通

オリエンテーリング 山田　佳彦 沼津4団 団委員 オリエンテーリングに精通

オリエンテーリング 唐國　宏章 沼津16団 ＢＳ隊長 オリエンテーリングに精通

オリエンテーリング 河原崎　督治 沼津19団 ＲＳ隊長 オリエンテーリングに精通

オリエンテーリング 室伏　時雄 裾野3団 団委員 オリエンテーリングに精通

オリエンテーリング 古谷　英治 裾野3団 ＢＳ隊長 オリエンテーリングに精通

オリエンテーリング 芹澤　芳正 裾野3団 副団委員長 オリエンテーリングに精通

カヌー 折口　道明 沼津1団 ＢＳ副長 カヌーに精通

カヌー 山田　耕作 長泉2団 団委員 カヌー製作者で精通

自転車 折口　道明 沼津1団 ＢＳ副長 自転車及びサイクリングに精通

自転車 市川　忠好 沼津1団 ＲＳ隊長 自転車及びサイクリングに精通

自転車 唐國　宏章 沼津16団 ＢＳ隊長 自転車及びサイクリングに精通

自転車 土屋　　智 沼津19団 団委員 自転車及びサイクリングに精通

自転車 穀野　　武 長泉2団 ＢＶＳ隊長 自転車及びサイクリングに精通

自転車 大竹　新次郎 沼津4団 ＲＳ隊長 自転車及びサイクリングに精通

スキー 折口　道明 沼津1団 ＢＳ副長 スキーに精通

スキー 山田　佳彦 沼津4団 団委員 スキーに精通

スキー 山本　真太郎 沼津16団 ＶＳ副長 スキーに精通

スキー 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長 ＪＳＡ２級

スキー 大竹　新次郎 沼津4団 ＲＳ隊長 スキーに精通

スケート 前田　経夫 沼津1団 団委員長 スケートに精通

スケート 折口　道明 沼津1団 ＢＳ副長 スケートに精通

漕艇 山田　耕作 長泉2団 団委員 海洋活動に精通

スケート 大竹　新次郎 沼津4団 ＲＳ隊長 スケートに精通

登山 市川　忠好 沼津1団 ＲＳ隊長 登山に精通

登山 粟田　正志 長泉2団 団委員 登山に精通

パワーボート 野田 由男 沼津4団 ＢＳ隊長 有資格者

パワーボート 青木　善文 裾野3団 団委員 有資格者



2021年2月28日

担当技能章 氏　　名 所属団 団役務 専門技能他

沼駿地区

ヨット 折口 道明 沼津1団 ＢＳ副長 ヨットに精通

武道・武術 前田　経夫 沼津1団 団委員長 柔道・剣道・空手有段

武道・武術 森 瑞希 沼津1団 ＢＳ副長 剣道有段

武道・武術 加藤　　博 沼津19団 非加盟員 柔道有段

武道・武術 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長 空手道・銃剣道・短剣道・格闘道

武道・武術 森石　健一 清水町1団 ＲＳ副長 剣道

武道・武術 田中　　寛 長泉2団 ＢＳ隊長 弓道有段

武道・武術 赤坂　善彌 長泉2団 ＢＳ副長 空手有段

環境保護 山本　弥之 沼津16団 副団委員長 業務で従事

環境保護 大沼　博政 長泉2団 団委員長 水資源や環境に精通

環境保護 山本　真太郎 沼津16団 ＶＳ副長 業務で従事

環境保護 平出　雅一 清水町1団 ＲＳ隊長

報道 孕石　秀幸 裾野3団 非加盟員 業務で従事

薬事 鶴田　聡史 沼津1団 ＢＳ副長補 薬剤師

薬事 阿部　哲史 沼津16団 団委員 医師（開業医　内科・胃腸科）

薬事 高梨　康子 長泉2団 デンリーダ 薬剤師

防災 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長 職場防災担当経験者

防災 田中　　寛 長泉2団 ＢＳ隊長 地域防災担当経験者

防災 小林　建次 裾野3団 団委員 地域防災担当経験者

情報処理 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長 情報処理技術者資格所持

情報処理 森石　健一 清水町1団 ＲＳ副長 Webデザイン技能検定3級・ウェブクリエイター認定試験3級・MOSマスター

情報処理 川島　一郎 長泉2団 ＢＶＳ副長 コンピュータ関連の講師

情報処理 古谷　英治 裾野3団 ＢＳ隊長 情報処理に精通

情報通信 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長 情報処理技術者資格所持/ITサービス業従事

情報通信 森石　健一 清水町1団 ＲＳ副長 Webデザイン技能検定3級・ウェブクリエイター認定試験3級・MOSマスター

情報通信 川島　一郎 長泉2団 ＢＶＳ副長 コンピュータ関連の講師

情報通信 古谷　英治 裾野3団 ＢＳ隊長 情報通信に精通

ネットユーザー 芦川　芳紀 沼津1団 ＢＳ隊長 情報処理技術者資格所持

ネットユーザー 森石　健一 清水町1団 ＲＳ副長 Webデザイン技能検定3級・ウェブクリエイター認定試験3級・MOSマスター

ネットユーザー 谷井　宣洋 長泉2団 団委員 ネットワーク指導経験者

ネットユーザー 杉山　拓馬 裾野3団 ＢＳ副長 ネットワーク指導経験者



2021年2月25日

担当技能章 氏　　名 所属 団役務 専門技能他

野営 藤曲敏春 小山4 団委員長

野営 熊倉達郎 御殿場6 ＢＳ隊長

野営管理 藤曲敏春 小山4 団委員長

野営管理 熊倉達郎 御殿場6 ＢＳ隊長

救急 勝間田敏弘 御殿場2 ＶＳ隊長 看護士

救急 神吉妙子 御殿場6 団委員 助産師

救急 山本洋子 小山4 団委員 看護士

野外炊事 藤曲敏春 小山4 団委員長

野外炊事 熊倉達郎 御殿場6 ＢＳ隊長

公民 勝俣竜哉 御殿場2 ＣＳ副長

公民 芹沢秀樹 御殿場6 ＣＳ隊長

パイオニアリング 藤曲敏春 小山4 団委員長

パイオニアリング 熊倉達郎 御殿場6 ＢＳ隊長

リーダーシップ 熊倉達郎 御殿場6 ＢＳ隊長

リーダーシップ 小田切光雄 御殿場6 ＢＳ副長

ハイキング 熊倉達郎 御殿場6 ＢＳ隊長

ハイキング 藤曲敏春 小山4 団委員長

スカウトソング 芹沢秀樹 御殿場6 ＣＳ隊長

スカウトソング 勝俣竜哉 御殿場2 ＣＳ副長

水泳 松本 聖一郎 御殿場2 ＣＳ隊長

案内 小見山　徹 小山4 ＣＳ隊長

案内 湯山　諭 小山4 ＢＶＳ隊長

看護 勝間田敏弘 御殿場2 ＶＳ隊長 看護士

看護 神吉妙子 御殿場6 団委員 助産師

看護 山本洋子 小山4 団委員 看護士

園芸 小松和子 御殿場2 団委員

音楽 水口克海 御殿場5 ＢＳ隊長

音楽 前田里美 御殿場8 団委員

音楽 濵田敏彦 小山4 団委員

文化財保護 勝俣竜哉 御殿場2 ＣＳ副長

安全 湯山　諭 小山4 ＢＶＳ隊長

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 水口克海 御殿場5 ＢＳ隊長

裁縫 松本仁美 御殿場2 団委員

自動車 斉藤　学 御殿場2 団委員

自動車 青山修二 御殿場6 団委員長 大型二種、大特、自二

事務 小見山　徹 小山4 ＣＳ隊長

珠算 湯山　諭 小山4 ＢＶＳ隊長

消防 松本 聖一郎 御殿場2 ＣＳ隊長

消防 小見山　徹 小山4 ＣＳ隊長

消防 湯山　諭 小山4 ＢＶＳ隊長

電気 青山修二 御殿場6 団委員長

御殿場・小山地区



担当技能章 氏　　名 所属 団役務 専門技能他

簿記 遠藤敏邦 御殿場2 団委員長

簿記 濵田敏彦 小山4 団委員

無線通信 藤曲敏春 小山4 団委員長 ３級アマチュア無線技士

無線通信 濵田敏彦 小山4 団委員 ３級アマチュア無線技士

スキー 熊倉達郎 御殿場6 ＢＳ隊長

スキー 小見山　徹 小山4 ＣＳ隊長

登山 勝俣竜哉 御殿場2 ＣＳ副長



2021年3月1日

担当技能章 氏　　名 所属団 団役務 専門技能他

野営管理 髙村 賢一 2団 団委員長

野営管理 志賀 裕人 2団 ボーイ副長

野営管理 渡邉　聡 2団 ベンチャー隊長

野営管理 山本 真一 6団 ベンチャー隊長

野営管理 加藤 公洋 8団 団委員

野営管理 戸田 正明 8団 副団委員長

野営管理 花畑 金亨 8団 団委員長

野営管理 高村 好美 9団 団委員

野営管理 遠藤 哲史 8団 ローバー隊長

野営管理 牧野  保 9団 副団委員長

野営管理 中山  茂 10団 団委員

野営管理 大内 仁之 11団 ベンチャー隊長

救急 髙村 賢一 2団 団委員長

救急 渡邉  聡 2団 ベンチャー隊長

救急 南  規子 6団 ボーイ副長

救急 加藤 公洋 8団 団委員

救急 金子 智一 8団 ベンチャー隊長

救急 宮地 はるみ 9団 カブ副長

パイオニアリング 髙村 賢一 2団 団委員長

パイオニアリング 志賀 裕人 2団 ボーイ副長

パイオニアリング 渡邉  聡 2団 ベンチャー隊長

パイオニアリング 遠藤 哲史 8団 ローバー隊長

パイオニアリング 望月 正貴 8団 ボーイ隊長

パイオニアリング 金子 智一 8団 ベンチャー隊長

パイオニアリング 牧野  保 9団 副団委員長

パイオニアリング 鈴木 清司 10団 ローバー副長

パイオニアリング 澤田 浩久 10団 ボーイ隊長

パイオニアリング 堀部 恭之 10団 ベンチャー隊長

水泳 川島 泰彦 1団 団委員長

水泳 高村 好美 9団 団委員

案内 伊藤 正廣 4団 副団委員長

案内 鈴木 孝治 8団 副団委員長

案内 高村 好美 9団 団委員

案内 関根 晴男 14団 ボーイ隊長

看護 田島 貴俊 民

看護 南  規子 6団 ボーイ副長

世界友情 川島 泰彦 1団 団委員長

世界友情 羽生田 宣雄 14団 副団委員長

通訳 川島 泰彦 1団 団委員長

通訳 羽生田 宣雄 14団 副団委員長

園芸 中村  陽 9団 団委員

音楽 三枝 邦匡 11団 ボーイ隊長

絵画 鈴木  孝 2団 団委員

富士地区



2021年3月1日

担当技能章 氏　　名 所属団 団役務 専門技能他

富士地区

絵画 杉山  満 14団 団委員長

絵画 小林 穂波 6団 ビーバー副長

茶道 小林 裕子 14団 カブ隊長

写真 伊藤 榮彦 4団 団委員長

写真 小林 壮寛 6団 団委員

写真 戸田 正明 8団 副団委員長

写真 鈴木 孝治 8団 副団委員長

書道 横田 貞子 2団 ボーイ隊長

書道 志賀 正紀 2団 副団委員長

竹細工 望月 政彦 4団 副団委員長

竹細工 牧野  保 9団 副団委員長

伝統芸能 金刺 隆也 4団 ベンチャー隊長

木工 塩田  勲 10団 副団委員長

安全 田島 貴俊 民

安全 遠藤 哲史 8団 ローバー隊長

家庭修理 須藤 和夫 1団 カブ副長

家庭修理 塩田  勲 10団 副団委員長

環境衛生 加藤 公洋 8団 団委員

環境衛生 花畑 金亨 8団 団委員長

環境衛生 渡邉 哲雄 8団 育成会長

環境衛生 影山 幸彦 10団 団委員長

環境衛生 河合 真佐男 10団 団委員

環境衛生 関根 晴男 14団 ボーイ隊長

コンピューター 志賀 裕人 2団 ボーイ副長

コンピューター 山本 真一 6団 ベンチャー隊長

コンピューター 安井 成豊 6団 ローバー隊長

コンピューター 加藤 公洋 8団 団委員

コンピューター 戸田 正明 8団 副団委員長

コンピューター 中山 直紀 10団 ローバー隊長

コンピューター 大内 仁之 11団 ベンチャー隊長

裁縫 山田 まつ子 8団 ビーバー副長

裁縫 水野 良子 9団 団委員

自動車 近藤 総一郎 1団 ボーイ隊長

自動車 石川 孝明 8団 ビーバー副長

自動車 影山 幸彦 10団 団委員長

自動車 河合 真佐男 10団 団委員

事務 近藤 総一郎 1団 ボーイ隊長

事務 加藤 佳弘 4団 カブ隊長

事務 山田 まつ子 8団 ビーバー副長

事務 遠藤 哲史 8団 ローバー隊長

事務 鈴木 孝治 8団 副団委員長

事務 水野 良子 9団 団委員

消防 田島 貴俊 民



2021年3月1日

担当技能章 氏　　名 所属団 団役務 専門技能他

富士地区

消防 河合 真佐男 10団 団委員

洗濯 横田 貞子 2団 ボーイ隊長

洗濯 水野 良子 9団 団委員

測量 渡邉 哲雄 8団 育成会長

測量 堀部 恭之 10団 ベンチャー隊長

測量 鈴木 清司 10団 ローバー副長

測量 松井  工 11団 団委員長

釣り 加茂 誠行 10団 カブ隊長

電気 鈴木  孝 2団 団委員

電気 志賀 裕人 2団 ボーイ副長

電気 戸田 正明 8団 副団委員長

天文 伊藤 正廣 4団 副団委員長

天文 鈴木 孝治 8団 副団委員長

天文 牧野  保 9団 副団委員長

天文 吉田 正一 14団 団委員

無線通信 金子 智一 8団 ベンチャー隊長

無線通信 金子 利郎 8団 団委員

無線通信 戸田 正明 8団 副団委員長

無線通信 影山 幸彦 10団 団委員長

無線通信 河合 真佐男 10団 団委員

無線通信 吉田 正一 14団 団委員

ラジオ 金子 智一 8団 ベンチャー隊長

わら工 志賀 裕人 2団 ボーイ副長

オリエンテーリング 近藤 総一郎 1団 ボーイ隊長

オリエンテーリング 牧野  保 9団 副団委員長

カヌー 川島 泰彦 1団 団委員長

カヌー 髙村 賢一 2団 団委員長

カヌー 志賀 裕人 2団 ボーイ副長

カヌー 遠藤 哲史 8団 ローバー隊長

カヌー 澤田 浩久 10団 ボーイ隊長

自転車 志賀 裕人 2団 ボーイ副長

自転車 渡辺 貢一郎 4団 団委員

自転車 桜井 照夫 10団 副団委員長

自転車 堀部 恭之 10団 ベンチャー隊長

スキー 幾見 和宏 民

スキー 渡邉 聡 2団 ベンチャー隊長

スキー 伊藤 榮彦 4団 団委員長

スケート 近藤 総一郎 1団 ボーイ隊長

スケート 伊藤 榮彦 4団 団委員長

漕艇 川島 泰彦 1団 団委員長

漕艇 髙村 賢一 2団 団委員長

漕艇 南  和宏 6団 団委員

登山 川島 泰彦 1団 団委員長



2021年3月1日

担当技能章 氏　　名 所属団 団役務 専門技能他

富士地区

登山 澤田 浩久 10団 ボーイ隊長

パワーボート 南  和宏 6団 団委員

パワーボート 遠藤 正人 10団 団委員

ヨット 遠藤 正人 10団 団委員

武道・武術 川島 泰彦 1団 団委員長

武道・武術 渡邉  聡 2団 ベンチャー隊長

情報処理 山本 真一 6団 ベンチャー隊長

情報通信 安井 成豊 6団 ローバー隊長

ネットユーザー 山本 真一 6団 ベンチャー隊長

ネットユーザー 加茂 誠行 10団 カブ隊長

ネットユーザー 中山 直紀 10団 ローバー隊長



2021年2月28日

担当技能章 氏　　名 所属 団役務 専門技能他

野営 生沼　輝子 富士宮5 BS隊長

野営 細野　猛嗣 富士宮5 団委員長

野営 深澤　祥一朗 富士宮21 BS隊長

野営 柴田　英行 富士宮21 団委員長

野営 佐野　易司 富士宮22 BS隊長

野営 院南　清 富士宮22 VS隊長

野営 丸山　浩孝 富士宮25 VS隊長

野営 井出　輝彦 富士宮25 BS隊長

野営管理 細野　猛嗣 富士宮5 団委員長

野営管理 柴田　英行 富士宮21 団委員長

野営管理 院南　清 富士宮22 BS隊長

野営管理 若林　智子 富士宮22 BVS副長

野営管理 丸山　浩孝 富士宮25 RS隊長

救急 丸山　浩孝 富士宮25 RS隊長 日赤救急員

野外炊事 生沼　輝子 富士宮5 BS隊長

野外炊事 細野　猛嗣 富士宮5 団委員長

野外炊事 遠藤　真里子 富士宮21 BVS隊長

野外炊事 深澤　祥一朗 富士宮21 BS隊長

野外炊事 柴田　英行 富士宮21 団委員長

野外炊事 若林　智子 富士宮22 BVS副長

野外炊事 佐野　易司 富士宮22 BS隊長

野外炊事 院南　清 富士宮22 VS隊長

野外炊事 井出　輝彦 富士宮25 BS隊長

野外炊事 丸山　浩孝 富士宮25 RS隊長

パイオニアリング 丸山　浩孝 富士宮25 RS隊長

水泳 柴田　英行 富士宮21 団委員長

案内 佐野　秀視 富士宮22 CS隊長

看護 勝間田　加奈子 富士宮5 団委員

園芸 佐野　孝則 富士宮22 一般

音楽 青木　尚 富士宮5 団委員

茶道 佐野　純子 富士宮5 BVS副長

茶道 塩川　敬子 富士宮5 一般

写真 澤田　守弘 富士宮22 団委員

書道 杉山　里美 富士宮22 一般 書道師範

竹細工 澤田　守弘 富士宮22 団委員

木工 村上　法和 富士宮5 一般 大工

安全 丸山　浩孝 富士宮25 VS隊長

家庭修理 村上　法和 富士宮5 一般 大工

コンピューター 細野　猛嗣 富士宮5 団委員長

コンピューター 杉山　邦宏 富士宮22 地区委員長

裁縫 笠井　喜美子 富士宮21 団委員

自動車 内田　雅人 富士宮21 団委員 自動車整備士

消防 遠藤　真里子 富士宮21 BVS隊長 消防団員

富士宮地区



2021年2月28日

担当技能章 氏　　名 所属 団役務 専門技能他

富士宮地区

信号 丸山　浩孝 富士宮25 VS隊長

洗濯 笠井　喜美子 富士宮21 団委員

釣り 柴田　英行 富士宮21 団委員長

電気 遠藤　秀高 富士宮5 団委員

天文 青木　尚 富士宮5 団委員

スキー 佐野　拓也 富士宮5 一般

登山 佐野　易司 富士宮22 BS隊長

武道・武術 望月　光博 富士宮5 BS副長 剣道有段者

武道・武術 深澤　祥一朗 富士宮21 BS隊長

情報処理 細野　猛嗣 富士宮5 VS隊長 IPA資格

情報処理 深澤　祥一朗 富士宮21 BS隊長

情報処理 杉山　邦宏 富士宮22 地区委員長 情報処理資格

情報通信 細野　猛嗣 富士宮5 団委員長 IPA資格

情報通信 杉山　邦宏 富士宮22 地区委員長 情報処理資格

ネットユーザー 杉山　邦宏 富士宮22 地区委員長 情報処理資格



担当技能章 氏　　名 所属団 団役務 専門技能他

野営 柿澤 安昭 興津1 ＶＳ隊長

野営 川口 恵之 未登録

野営 橋本 智弘 清水8 ＢＳ隊長

野営 濱田　豊 清水8 ＶＳ隊長

野営 佐野 仁美 清水19 ＶＳ副長

野営 脇坂　茂 清水19 副団委員長

野営 脇坂 英子 清水19 ＢＳ隊長

野営管理 川口 恵之 未登録

野営管理 橋本 智弘 清水8 ＢＳ隊長

野営管理 脇坂　茂 清水19 副団委員長

野営管理 脇坂 英子 清水19 ＢＳ隊長

野営管理 佐野 仁美 清水19 ＶＳ副長 ＢＳ実修所終了

救急 末次 真由美 清水8 ＢＳ副長 看護師

救急 岡村 真里 清水19 看護師・助産師

野外炊事 柿澤 安昭 興津1 ＶＳ隊長

野外炊事 橋本 智弘 清水8 ＢＳ隊長

野外炊事 濱田　豊 清水8 ＶＳ隊長

野外炊事 佐野 仁美 清水19 ＶＳ副長

野外炊事 脇坂　茂 清水19 副団委員長

野外炊事 脇坂 英子 清水19 ＢＳ隊長

パイオニアリング 脇坂　茂 清水19 副団委員長

パイオニアリング 畠山 幸喜 清水13 団委員長

パイオニアリング 山崎 敏弘 清水17 ＶＳ隊長

水泳 山口 恭正 興津1 ＢＳ隊長

案内 柿澤 安昭 興津1 ＶＳ隊長

案内 岩本 勝代 清水19 ＲＳ隊長

案内 脇坂　茂 清水19 副団委員長

エネルギー 橋本 健治 清水8 8団団委員長

エネルギー 脇坂　茂 清水19 副団委員長 電気主任技術者

介護 丸山　栄 清水8 団委員

介護 岡村 真里 清水19 看護師・助産師

看護 岡村 真里 清水19 看護師・助産師

演劇 脇坂　茂 清水19 副団委員長 劇団主宰

演劇 脇坂 英子 清水19 ＶＳ副長 劇団経営

音楽 鈴木 陽子 清水8 団委員

華道 堀池 一美 興津1 ＢＶＳ隊長

華道 今橋 松代 清水8 団委員

華道 丸山　栄 清水8 団委員

茶道 今橋 松代 清水8 団委員

茶道 丸山　栄 清水8 団委員

茶道 塚本 かつみ 清水19 表千家師範代

沿岸視察 柿澤 安昭 興津1 ＶＳ隊長

コンピューター 柿澤 安昭 興津1 ＶＳ隊長

清水地区



担当技能章 氏　　名 所属団 団役務 専門技能他

清水地区

コンピューター 川口 恵之 未登録

コンピューター 橋本 健治 清水8 8団団委員長

コンピューター 橋本 智弘 清水8 ＢＳ隊長

コンピューター 脇坂　茂 清水19 副団委員長

裁縫 青木 美保子 興津1 育成会員

裁縫 岩本 勝代 清水19 ＲＳ隊長 職業

自動車 上倉 康利 清水17 団委員 車体整備士

珠算 鈴木 陽子 清水8 団委員

珠算 脇坂 英子 清水19 ＶＳ副長 珠算１級

森林愛護 青木　要 興津1 育成会員

洗濯 青木 美保子 興津1 育成会員

洗濯 川嶋 純子 清水8 団委員

洗濯 岩本 勝代 清水19 ＲＳ隊長

洗濯 脇坂 英子 清水19 ＶＳ副長

電気 橋本 健治 清水8 ８団団委員長 電気主任技術者

電気 橋本 智弘 清水8 ＢＳ隊長 電気主任技術者

電気 脇坂　茂 清水19 副団委員長 主任技術者

農業経営 青木　要 興津1 育成会員

簿記 川嶋 純子 清水8 団委員

簿記 鈴木 陽子 清水8 団委員

簿記 杉山 伊佐子 清水17 ＣＳ副長 日商簿記一級

無線通信 橋本 健治 清水8 ８団団委員長

無線通信 橋本 智弘 清水8 ＢＳ隊長 陸上特殊無線技士

無線通信 脇坂　茂 清水19 副団委員長 ２級ｱﾏﾁｭｱ無線技師

有線通信 橋本 健治 清水8 ８団団委員長

ラジオ 脇坂　茂 清水19 副団委員長

アーチェリー 山口 恭正 興津1 ＢＳ隊長

自転車 川口 恵之 未登録

自転車 橋本 智弘 清水8 ＢＳ隊長

自転車 根本 定幸 清水17 育成会員 自転車商

漕艇 柿澤 安昭 興津1 ＶＳ隊長

登山 岡田 厚司 清水8 ＣＳ隊長



2021.2.28

担当技能章 氏　　名 所属団 団役務 専門技能他

野営 杉田　正巳 静岡 7団 団委員 実習所ＢＳ課程修了

野営 北村　　誠 静岡10団 団委員長 ＷＢ実習所修了ＣＳ課程

野営 稲村　　篤 静岡10団 ＣＳ隊長 ＷＢ実習所修了ＣＳ課程

野営 山崎　茂樹 静岡14団 団委員長 BS部門ＷＢ実修所終了

野営 小澤　隆宏 静岡14団 団委員 BS部門ＷＢ実修所終了

野営 杉山　清一郎 静岡14団 ＲＳ隊長 BS部門ＷＢ実修所終了

野営 滝島　三郎 静岡14団 副団委員長 BS部門ＷＢ実修所終了

野営 瀧島　金吾 静岡14団 育成会長 元県連野営行事委員長

野営 前田　左近 静岡22団 副団委員長 ＷＢ実習所修了    課程

野営 森本　彰 静岡26団 ＢＳ副長 BS/ＷＢ実習所終了

野営 岩崎 光幸 静岡27団 ＲＳ隊長 スカウトキャンプに精通

野営管理 松村　悠佑 静岡 7団 団委員 スカウトキャンプに熟知

野営管理 杉田　正巳 静岡 7団 団委員 実習所ＢＳ課程修了

野営管理 北村　　誠 静岡10団 団委員長 ＷＢ実習所修了ＣＳ課程

野営管理 稲村　　篤 静岡10団 ＣＳ隊長 ＷＢ実習所修了ＣＳ課程

野営管理 小澤　隆宏 静岡14団 団委員 BS部門ＷＢ実修所終了

野営管理 杉山　清一郎 静岡14団 ＲＳ隊長 BS部門ＷＢ実修所終了

野営管理 滝島　三郎 静岡14団 副団委員長 BS部門ＷＢ実修所終了

野営管理 瀧島　金吾 静岡14団 育成会長 BS部門ＷＢ実修所終了

野営管理 前田　左近 静岡22団 副団委員長 ＷＢ実習所修了    課程

野営管理 森本　彰 静岡26団 ＢＳ副長 BS/ＷＢ実習所終了

野営管理 松田　茂 静岡27団 団委員長 長期キャンプの管理経験多し

野営管理 岩崎 光幸 静岡27団 ＲＳ隊長 キャンプ管理に精通

救急 松田　　治 静岡 7団 団委員 日赤救急員適認証

救急 村越　康行 静岡10団 元リーダー 救急救命士

救急 川崎　香里 静岡14団 団委員 看護師

救急 海野　誠 静岡22団 ＢＶＳ副長 救急救命士

救急 小柳　布佐 静岡22団 団委員 日赤看護婦及び講師

救急 福間　英昭 静岡26団 団委員 医師

野外炊事 杉田　正巳 静岡 7団 団委員 実習所ＢＳ課程修了

野外炊事 稲村　　篤 静岡10団 ＣＳ隊長 炊事に堪能

野外炊事 北村　　誠 静岡10団 団委員長 ＷＢ実習所修了ＣＳ課程

野外炊事 肥田　俊介 静岡26団 ＢＳ隊長 元カフェ店長

野外炊事 前田　左近 静岡22団 副団委員長 ＷＢ実習所修了    課程

野外炊事 渡辺　輝之 静岡27団 団委員 野外料理に精通

パイオニアリング 松村　悠佑 静岡 7団 団委員 経験豊富

パイオニアリング 尾崎　志郎 静岡10団 ＢＳ副長 パイオニアリングの作成に熟練している

パイオニアリング 稲村　　篤 静岡10団 ＣＳ隊長 パイオニアリングの作成に熟練している

パイオニアリング 小澤　隆宏 静岡14団 団委員 BS部門ＷＢ実修所終了

パイオニアリング 滝島　三郎 静岡14団 副団委員長 BS部門ＷＢ実修所終了

パイオニアリング 前田　左近 静岡22団 副団委員長 パイオニアリングの作成に熟練している

パイオニアリング 森本　彰 静岡26団 ＢＳ副長 県林政職員

水泳 松永　克己 静岡22団 元ﾘｰﾀﾞｰ ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ講師

静岡地区
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水泳 市原　貴子 静岡22団 元ﾘｰﾀﾞｰ 水泳に堪能

水泳 杉本　和重 静岡26団 ＲＳ副長 １級海技士

案内 小野田　征裕 静岡10団 ＲＳ隊長 建築士

案内 柴田　尚明 静岡22団 団委員長 住職地域に詳しい

案内 前田　左近 静岡22団 副団委員長 不動産に従事

案内 荻原　淳男 静岡26団 団委員 元郵便局員

案内 岩崎 光幸 静岡27団 ＲＳ隊長 地域史跡に精通

エネルギー 杉山　清一郎 静岡14団 ＲＳ隊長 静岡ガス勤務

介護 柴田　潤二 静岡22団 元ﾘｰﾀﾞｰ 養護学校教諭

看護 川崎　香里 静岡14団 団委員 看護師

看護 海野　誠 静岡22団 ＢＶＳ副長 救急救命士

看護 小柳　布佐 静岡22団 団委員 日赤看護婦及び講師

看護 福間　英昭 静岡26団 団委員 医師

看護 深澤　美由紀 静岡27団 ＢＶＳ副長 看護士

通訳 松村　悠佑 静岡 7団 団委員 中学校英語科教員

通訳 徳澄 大輔 静岡14団 ＣＳ隊長 米国大学卒業、業務で英語を日常的に使用

通訳 依田　崇彦 静岡26団 ＶＳ隊長 米国大学留学

通訳 松田　茂 静岡27団 団委員長 海外勤務あり、英語に堪能

点字 柴田　潤二 静岡22団 元ﾘｰﾀﾞｰ 養護学校教諭

園芸 青木　嘉孝 静岡22団 インスト 農業従事者

園芸 中井弘和 静岡27団 清沢塾塾長 元静大農学部教授

音楽 北村　　誠 静岡10団 団委員長 趣味として堪能

音楽 柴田　潤二 静岡22団 元ﾘｰﾀﾞｰ 音楽に堪能

音楽 依田　磨由子 静岡26団 ＶＳ副長 プロオーケストラ奏者

音楽 原田　雅樹 静岡27団 ＢＳ隊長 楽団に所属

絵画 北村　　誠 静岡10団 団委員長 趣味として堪能

絵画 近藤　政仁 静岡26団 ＢＳ副長 美術系大学生

茶道 川村　悦子 静岡22団 ＶＳ隊長 表千家・長年師事している

写真 依田　崇彦 静岡26団 ＶＳ隊長 プロカメラマン

竹細工 三浦　一展 静岡22団 元リーダー 大工さんの為長けている

木工 三浦　一展 静岡22団 元リーダー 大工さんの為長けている

安全 北村　　誠 静岡10団 団委員長 安全管理に精通

安全 瀧島　金吾 静岡14団 育成会長 現危機管理対策関係

安全 青木　嘉孝 静岡22団 インスト 消防団

安全 前田　左近 静岡22団 副団委員長 防災士

安全 杉本　忠重 静岡26団 ＢＶＳ隊長 職長安全教育トレーナー資格保有

沿岸視察 徳澄 大輔 静岡14団 ＣＳ隊長 1級小型船舶所持

沿岸視察 杉本　和重 静岡26団 ＲＳ副長 １級海技士

家庭修理 三浦　一展 静岡22団 元リーダー 大工さんの為長けている

家庭修理 前田　左近 静岡22団 副団委員長 建築士

環境衛生 稲村　　篤 静岡10団 ＣＳ隊長 環境衛生に精通している

環境衛生 大石　　稔 静岡10団 団 委 員 元保健所職員、薬剤師

環境衛生 荻原　淳男 静岡26団 団委員 衛生管理者
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コンピューター 平尾　正志 静岡 7団 元リーダー 情報処理特種

コンピューター 北村　　誠 静岡10団 団委員長 初級ｼｽﾃﾑｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ

コンピューター 徳澄 大輔 静岡14団 ＣＳ隊長 ITサービス企業勤務

コンピューター 桜田　智敬 静岡26団 ＲＳ副長 ＩＴ会社経営

コンピューター 前田　篤志 静岡27団 副団委員長 コンピューターに精通

自動車 杉山　和秀 静岡 7団 元リーダー ２級ガソリン、ヂーゼル整備士

自動車 徳澄 大輔 静岡14団 ＣＳ隊長 運転免許証全免種所持

事務 川村　悦子 静岡22団 ＶＳ隊長 会計事務所に従事

事務 杉本　育代 静岡26団 ＣＳ隊長 事務職員

事務 原田　雅樹 静岡27団 ＢＳ隊長 事務に精通

珠算 南條 順子 静岡27団 副団委員長 珠算塾経営

消防 稲村　　篤 静岡10団 ＣＳ隊長 危険物取扱主任

消防 北村　　誠 静岡10団 団委員長 危険物取扱主任

消防 村越　康行 静岡10団 元リーダー 消防業務に従事している

消防 青木　嘉孝 静岡22団 インスト 消防団員

消防 海野　誠 静岡22団 ＢＶＳ副長 消防署勤務・救急救命士

信号 徳澄 大輔 静岡14団 ＣＳ隊長 アマチュア無線技士

森林愛護 森本　彰 静岡26団 ＢＳ副長 県林政職員

測量 小野田　征裕 静岡10団 ＲＳ隊長 １級建築士

測量 増田　洋久 静岡10団 団 委 員 建設業者

鳥獣保護 内田　浩司 静岡 7団 団委員 獣医師・日本野鳥の会会員

鳥獣保護 杉本　忠重 静岡26団 ＢＶＳ隊長 ２種狩猟免許

釣り 徳澄 大輔 静岡14団 ＣＳ隊長 1級小型船舶所持及び趣味での釣り

釣り 柴田　尚道 静岡22団 RＳ副長 釣り暦30年のベテラン

釣り 柴田　潤二 静岡22団 元リーダー 釣りに堪能

釣り 深澤　佳広 静岡27団 ＢＳ副長 釣りに精通

溺者救助 市原　貴子 静岡22団 元リーダー 溺者救助員

溺者救助 杉本　和重 静岡26団 ＲＳ副長 １級海技士

電気 近藤　　誠 静岡 7団 団委員 第１種電気工事士

電気 杉本　收 静岡14団 ＢＳ副長 第１種電気工事士・同施工管理技師

電気 山崎　茂樹 静岡14団 団委員長 電気工事士免許取得

電気 小澤　隆宏 静岡14団 団委員 電気工事士免許取得

電気 滝島　三郎 静岡14団 副団委員長 第１種電気工事士

電気 山崎　剛 静岡26団 ＢＶ副長 機械工学系大学生

天文 稲村　　篤 静岡10団 ＣＳ隊長 趣味として堪能

土壌 渡辺　輝之 静岡27団 団委員 地質調査技師

土壌 中井弘和 静岡27団 清沢塾塾長 元静大農学部教授

農機具 青木　嘉孝 静岡22団 インスト 農業従事者

農機具 中井弘和 静岡27団 清沢塾塾長 元静大農学部教授

農業経営 青木　嘉孝 静岡22団 インスト 農業従事者

農業経営 中井弘和 静岡27団 清沢塾塾長 元静大農学部教授

簿記 鈴木　忠裕 静岡22団 団委員 税理士

簿記 肥田　良介 静岡26団 ＲＳ副長 税理士
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無線通信 松村　悠佑 静岡 7団 団委員 第４級アマチュア無線技士

無線通信 近藤　　誠 静岡 7団 団委員 第３級アマチュア無線技士

無線通信 松田　　治 静岡 7団 団委員 １級ｱﾏﾁｭｱ無線技士

無線通信 小野田　征裕 静岡10団 ＲＳ隊長 ４級ｱﾏﾁｭｱ無線技士

無線通信 森田　　充 静岡10団 団 委 員 ４級ｱﾏﾁｭｱ無線技士

無線通信 山崎　茂樹 静岡14団 団委員長 アマチュア無線免許

無線通信 小澤　隆宏 静岡14団 団委員 アマチュア無線免許

無線通信 滝島　三郎 静岡14団 副団委員長 第３級アマチュア無線技士

無線通信 徳澄 大輔 静岡14団 ＣＳ隊長 アマチュア無線技士

無線通信 伊東　宏之 静岡22団 元リーダー ４級ｱﾏﾁｭｱ無線技士

無線通信 青木　嘉孝 静岡22団 インスト ４級ｱﾏﾁｭｱ無線技士

無線通信 杉本　忠重 静岡26団 ＢＶＳ隊長 ４級ｱﾏﾁｭｱ無線技士

無線通信 宇佐美　裕隆 静岡27団 ＢＳ副長 無線技術に精通

有線通信 近藤　　誠 静岡 7団 団委員 第３級アマチュア無線技士

有線通信 杉本　收 静岡14団 ＢＳ副長 第１級ＣＡＴＶ技術者

養鶏 近藤　　誠 静岡 7団 団委員 経験豊富、関連事業

ラジオ 杉本　收 静岡14団 ＢＳ副長 第１級ＣＡＴＶ技術者

ラジオ 山崎　剛 静岡26団 ＢＶ副長 機械工学系大学生

ラジオ 原田　雅樹 静岡27団 ＢＳ隊長 趣味で精通

オリエンテーリング 桜田　智敬 静岡26団 ＲＳ副長 登山競技国体出場

カヌー 海野　登光 静岡14団 ＢＳ副長 インストラクター

自転車 稲村　　篤 静岡10団 ＣＳ隊長 趣味として堪能

自転車 海野　登光 静岡14団 ＢＳ副長 インストラクター

自転車 寺田　万友 静岡14団 ＢＳ隊長 自転車レースに多数出場経験

自転車 杉本　育代 静岡26団 ＣＳ隊長 ﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸ全日本選手権出場

自転車 渥美　孝 静岡27団 ＣＳ副長 サイクリングに熟練

スキー 川村　悦子 静岡22団 ＶＳ隊長 スキー指導員

スキー 高田　　稔 静岡27団 団委員 指導員免許

漕艇 杉本　和重 静岡26団 ＲＳ副長 １級海技士

登山 海野　登光 静岡14団 ＢＳ副長 インストラクター

登山 市原　貴子 静岡22団 元ﾘｰﾀﾞｰ 南アルプス山小屋勤務経験4

登山 桜田　智敬 静岡26団 ＲＳ副長 登山競技国体出場

登山 宇佐美　裕隆 静岡27団 ＢＳ副長 登山経験豊富

パワーボート 徳澄 大輔 静岡14団 ＣＳ隊長 1級小型船舶免許および自艇保有

パワーボート 杉本　和重 静岡26団 ＲＳ副長 １級海技士

ヨット 白石　伸人 静岡22団 元ﾘｰﾀﾞｰ ヨット歴30年

武道・武術 近藤　　誠 静岡 7団 団委員 少林寺拳法２段

武道・武術 松村　悠佑 静岡 7団 団委員 柔道有段者

武道・武術 伊東　宏之 静岡22団 元リーダー 有段者

武道・武術 杉本　忠重 静岡26団 ＢＶＳ隊長 弓道有段者

武道・武術 鷲巣　奈緒子 静岡27団 団委員 剣道指導者

防災 前田　左近 静岡22団 副団委員長 防災士

防災 前田　篤志 静岡27団 副団委員長 防災資格を所有
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情報処理 寺田　万友 静岡14団 ＢＳ隊長 情報処理技術者

情報処理 原田　雅樹 静岡27団 ＢＳ隊長 情報処理技術者

情報処理 渥美　孝 静岡27団 ＣＳ副長 情報処理技術者

情報通信 寺田　万友 静岡14団 ＢＳ隊長 情報処理技術者

情報通信 原田　雅樹 静岡27団 ＢＳ隊長 情報処理技術者

情報通信 渥美　孝 静岡27団 ＣＳ副長 情報処理技術者

ネットユーザー 徳澄 大輔 静岡14団 ＣＳ隊長 実業務におけるネット環境の利用

ネットユーザー 深澤　佳広 静岡27団 ＢＳ副長 情報処理技術者
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野営管理 荒井健 焼津第１団 RS隊長 WB実修所BS課程

野営管理 中嶋正志 焼津第１団 副団委員長 WB実修所CS課程

野営管理 佐藤伸彦 焼津第１団 BS隊長 WB実修所BVS課程

野営管理 大石和夫 焼津第２団 CS隊長 WB実修所CS課程

野営管理 鈴木利昌 焼津第２団 BS隊長 WB実修所BS課程

野営管理 増田則之 焼津第５団 BS隊長 WB実修所BS課程

野営管理 福田健一 焼津第５団 VS隊長 WB実修所BS課程

野営管理 岡村資和 大井川第３団 副団委員長 リーダートレーナー

野営管理 酒井達陽 藤枝第１団 団委員長 WB実修所VS課程

野営管理 村松武博 藤枝第２団 団委員 WB実修所BS課程

野営管理 小野光男 藤枝第２団 団委員 WB実修所BS課程

救急 勝谷紀美子 焼津第１団 団委員 公民館指導員

救急 増田則之 焼津第５団 BS隊長 応急手当普及員

救急 福田健一 焼津第５団 VS隊長 応急手当普及員

救急 岡村資和 大井川第３団 副団委員長 日赤救急法救急員

救急 山本詩乃 大井川第３団 BVS副長 看護師

救急 八尾徳明 藤枝第１団 オブザーバー 医師

救急 鈴木美有記 藤枝第７団 育成会員 看護師

救急 大須賀真 藤枝第７団 育成会員 JP局員、消防団員

救急 待井利揮 藤枝第７団 BS副長 消防団員

パイオニアリング 鈴木利昌 焼津第２団 BS隊長 WB実修所BS課程

パイオニアリング 福田健一 焼津第５団 VS隊長 WB実修所BS課程

パイオニアリング 岡村資和 大井川第３団 副団委員長 リーダートレーナー

パイオニアリング 内藤裕二 大井川第３団 BS隊長 BS隊長

パイオニアリング 西尾崇伸 大井川第３団 VS隊長 VS隊長

パイオニアリング 酒井達陽 藤枝第１団 団委員長 WB実修所VS課程

水泳 鈴木利昌 焼津第２団 BS隊長

水泳 鈴木翔 藤枝第１団 オブザーバー 海洋学部

案内 八木貴志 藤枝第７団 BVS隊長

案内 奥川勝彦 藤枝第７団 BS副長

エネルギー 梅原智夫 大井川第３団 育成会員 元大学教員

介護 田中民枝 大井川第３団 BVS副長 ヘルパー2級

介護 岡村資和 大井川第３団 副団委員長 保育士・児童指導員

介護 八尾佳子 藤枝第１団 BS副長 看護師

介護 杉山栄 藤枝第７団 団委員長 介護施設勤務

介護 八木理恵 藤枝第７団 育成会員 介護施設勤務

介護 池田玲子 藤枝第７団 BS副長 介護施設勤務

看護 山本詩乃 大井川第３団 BVS副長 看護師

看護 石井紗奈江 大井川第３団 VS副長 看護師

看護 八尾佳子 藤枝第１団 BS副長 看護師

看護 鈴木美有記 藤枝第７団 育成会員 看護師

世界友情 鈴木邦夫 藤枝第１団 育成会長 台湾台中市名誉市民

世界友情 八木貴志 藤枝第７団 BVS隊長

志太地区
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通訳 増田佳祐 焼津第５団 CS副長 英語圏在住経験者

通訳 増田博 藤枝第１団 団委員 英語の通訳

通訳 張強 藤枝第１団 オブザーバー 中国語の通訳

園芸 福田健一 焼津第５団 VS隊長 農業高校卒

園芸 池谷薫 大井川第３団 育成会員 造園業者

園芸 鈴木正太 藤枝第７団 育成会員 園芸家

音楽 荒井健 焼津第１団 RS隊長 音楽教師

音楽 勝谷紀美子 焼津第１団 団委員 音楽家

音楽 杉本裕子 藤枝第１団 オブザーバー ピアノ教師

音楽 赤坂綾子 藤枝第１団 CS副長 趣味

音楽 村松武博 藤枝第２団 団委員 元ブラスバンド所属

音楽 池田紀元 藤枝第７団 育成会員 元ブラスバンド所属

絵画 細川映子 焼津第１団 育成会員 美術大学卒業

絵画 八木貴志 藤枝第７団 BVS隊長

華道 鈴木千年歳 焼津第１団 育成会員 未生流師範

華道 酒井弘美 藤枝第１団 オブザーバー 華道教授

華道 古市雅美 藤枝第１団 CS副長 華道教授

茶道 八木日和 藤枝第７団 CS副長補

茶道 勝谷紀美子 焼津第１団 団委員 茶道免許皆伝

茶道 古市雅美 藤枝第１団 CS副長 茶道教授

茶道 鈴木喜久枝 藤枝第２団 団委員 茶道教授

茶道 松田浩明 藤枝第２団 団委員 茶商

写真 小長谷秀実 焼津第５団 BS副長 写真家

写真 村松武博 藤枝第２団 団委員 元県連広報委員長

書道 小城茂子 焼津第５団 団委員長 書道有段者（５段）

書道 曽根知彦 藤枝第１団 オブザーバー 書道４段

書道 曽根啓伍 藤枝第１団 CS隊長 書道２段

書道 古市太郎 藤枝第１団 オブザーバー 書道３段

書道 八木貴志 藤枝第７団 BVS隊長

伝統芸能 八木洋行 藤枝第１団 オブザーバー 郷土史研究家

文化財保護 八木洋行 藤枝第１団 オブザーバー 郷土史研究家

木工 飯塚荘之輔 焼津第１団 CS副長 建築業従事者

木工 池田藤男 焼津第５団 副団委員長 大工

安全 鈴木重則 焼津第１団 BVS隊長 安全衛生管理者

安全 増田則之 焼津第５団 BS隊長 会社で安全業務従事

安全 長谷川隆人 焼津第５団 団委員 会社で安全業務従事

安全 酒井達陽 藤枝第１団 団委員長 安全管理者/防火管理者

安全 小野光男 藤枝第２団 団委員 元県防災局勤務

沿岸視察 中嶋正志 焼津第１団 副団委員長 海技従事者

家庭修理 鈴木淳夫 焼津第１団 副団委員長 鉄工材加工業従事者

家庭修理 増田則之 焼津第５団 BS隊長 趣味

家庭修理 田中邦雄 大井川第３団 団委員 建築士

家庭修理 海老名富久 藤枝第７団 CS隊長
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家庭修理 手島淳 藤枝第７団 CS副長補

家庭修理 村田倫紀 藤枝第７団 団委員 ホームショップ勤務

環境衛生 那須野一博 焼津第１団 団委員長 焼津市環境衛生同業組合

環境衛生 鈴木重則 焼津第１団 BVS隊長 安全衛生管理者

環境衛生 増田則之 焼津第５団 BS隊長 会社で環境衛生業務従事

環境衛生 海老名富久 藤枝第７団 CS隊長

コンピューター 齊藤匡智 焼津第１団 VS隊長 電子工学科卒

コンピューター 増井智行 焼津第５団 CS隊長 システムエンジニア

コンピューター 冨田康広 大井川第３団 CS副長 SE

コンピューター 梅原智夫 大井川第３団 育成会員 元大学教員

コンピューター 酒井基希 藤枝第１団 オブザーバー 情報処理士

コンピューター 手島淳 藤枝第７団 CS副長補

裁縫 酒井暁美 藤枝第１団 オブザーバー 家庭科教師

裁縫 赤坂綾子 藤枝第１団 CS副長 家庭科卒

自動車 坪井弘一 焼津第１団 団委員 トラック荷台製作業

自動車 鈴木重則 焼津第１団 BVS隊長 自動車整備士

自動車 堤重之 焼津第５団 BVS隊長 レーサー

自動車 増田則之 焼津第５団 BS隊長 趣味

自動車 藤野重宗 大井川第３団 副団委員長 運送業従事

自動車 鈴木真樹 藤枝第１団 オブザーバー 自動車整備士

自動車 大石保 藤枝第１団 オブザーバー 自動車整備士

自動車 海老名昌也 藤枝第７団 BS隊長 ２級整備士

自動車 池田紀元 藤枝第７団 育成会員 ２級整備士

事務 渋谷英彦 焼津第１団 団委員 印刷業従事者

事務 岡村一明 大井川第３団 団委員 会社経営者

事務 榊原毅 藤枝第７団 BVS副長補 信用金庫職員

珠算 藤野久美子 大井川第３団 育成会員 珠算3段

珠算 酒井弘美 藤枝第１団 オブザーバー 珠算1級

珠算 大須賀真 藤枝第７団 育成会員 JP局員、消防団員

珠算 榊原毅 藤枝第７団 BVS副長補 信用金庫職員

消防 那須野一博 焼津第１団 団委員長 消防団歴２１年

消防 増田則之 焼津第５団 BS隊長 消防団暦10年/現副分団長/防火管理者

消防 長谷川隆人 焼津第５団 団委員 地元消防団員/現副分団長

消防 村松武博 藤枝第２団 団委員 元県防災局勤務

消防 小野光男 藤枝第２団 団委員 元県防災局勤務

消防 待井利揮 藤枝第７団 BS副長 消防団員

消防 大須賀真 藤枝第７団 育成会員 JP局員、消防団員

信号 中嶋正志 焼津第１団 副団委員長 海技従事者

信号 小野光男 藤枝第２団 団委員 3級総合通信士

森林愛護 酒井達陽 藤枝第１団 団委員長 緑地保全学専攻

洗濯 酒井暁美 藤枝第１団 オブザーバー 家庭科教師

洗濯 赤坂綾子 藤枝第１団 CS副長 家庭科卒

測量 神尾博巳 焼津第１団 CS隊長 1級建築士
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測量 田中邦雄 大井川第３団 団委員 建築士

測量 酒井達陽 藤枝第１団 団委員長 測量士

測量 八木貴志 藤枝第７団 BVS隊長

測候 中嶋正志 焼津第１団 副団委員長 海技従事者

測候 梅原智夫 大井川第３団 育成会員 元大学教員

釣り 中嶋正志 焼津第１団 副団委員長 海技従事者

釣り 守屋義寛 焼津第２団 CS隊長 趣味

釣り 福田健一 焼津第５団 VS隊長 趣味

釣り 増田則之 焼津第５団 BS隊長 趣味

釣り 横山克正 大井川第３団 団委員 堪能

釣り 鈴木翔 藤枝第１団 オブザーバー 東海大学海洋学部卒

釣り 海老名富久 藤枝第７団 CS隊長

釣り 手島淳 藤枝第７団 CS副長補

溺者救助 増田壽登 焼津第１団 団委員 ｾｲﾊﾞｰ免許所持

電気 佐藤伸彦 焼津第１団 BS隊長 電気工学科卒

電気 横山克正 大井川第３団 団委員 電気工事士

電気 小野光男 藤枝第２団 団委員 3級総合通信士

天文 曽根啓伍 藤枝第１団 CS隊長 名古屋大理学部卒

天文 山梨輝實 藤枝第２団 団委員 元高校教師

土壌 福田健一 焼津第５団 VS隊長 農業高校卒/環境化学分析業務従事

土壌 西尾崇伸 大井川第３団 VS隊長 農業経営者

土壌 曽根啓伍 藤枝第１団 CS隊長 名古屋大理学部卒

農機具 鈴木淳夫 焼津第１団 副団委員長 農業従事家庭

農機具 西尾崇伸 大井川第３団 VS隊長 農業経営者

農機具 海老名昌也 藤枝第７団 BS隊長 水稲耕作

農機具 待井利揮 藤枝第７団 団委員 水稲耕作

農業経営 西尾崇伸 大井川第３団 VS隊長 農業経営者

農業経営 八木貴志 藤枝第７団 BVS隊長

簿記 酒井弘美 藤枝第１団 オブザーバー 簿記１級

簿記 大須賀真 藤枝第７団 育成会員 簿記検定１級

簿記 榊原毅 藤枝第７団 BVS副長補

無線通信 青木桂司 焼津第１団 団委員 4級アマチュア無線技士

無線通信 鈴木利昌 焼津第２団 BS隊長 4級アマチュア無線技士

無線通信 藤野重宗 大井川第３団 副団委員長 4級アマチュア無線技士

無線通信 岡村資和 大井川第３団 副団委員長 4級アマチュア無線技士

無線通信 油井和行 藤枝第２団 BS副長 4級アマチュア無線技士

無線通信 林光政 藤枝第２団 VS隊長 4級アマチュア無線技士

無線通信 小野光男 藤枝第２団 団委員 1級アマチュア無線技士

無線通信 手島淳 藤枝第７団 CS副長補 アマチュア無線

有線通信 小野光男 藤枝第２団 団委員 3級総合通信士

ラジオ 増田壽登 焼津第１団 団委員 テレビ局勤務

ラジオ 小野光男 藤枝第２団 団委員 3級総合通信士

オリエンテーリング 酒井達陽 藤枝第１団 団委員長 熟練者
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オリエンテーリング 小野光男 藤枝第２団 団委員 3級指導者

カヌー 池田暢之 焼津第１団 CS隊長 カヌー熟練

自転車 増田壽登 焼津第１団 団委員 サイクリング熟練

自転車 川村進 大井川第３団 団委員 自転車競技審判

スキー 増田壽登 焼津第１団 団委員 バッジテスト２級所持

スキー 酒井達陽 藤枝第１団 VS隊長 静岡県スキーマスターズ会員

スキー 小宮山晃 藤枝第１団 オブザーバー 静岡県スキーマスターズ会員

スキー 手島淳 藤枝第７団 CS副長補

スケート 手島淳 藤枝第７団 CS副長補

登山 岡村裕一 大井川第３団 育成会員 元山岳会所属

パワーボート 大野惣平 焼津第１団 BS副長 1級小型船舶操縦士

パワーボート 中嶋正志 焼津第１団 副団委員長 1級小型船舶操縦士

ヨット 大野惣平 焼津第１団 BS副長 元ヨットオーナー

ヨット 大塚達美 藤枝第１団 オブザーバー ヨットオーナー

武道・武術 池田暢之 焼津第１団 CS隊長 剣道初段

武道・武術 福田健一 焼津第５団 VS隊長 柔道初段

武道・武術 青木文哉 焼津第５団 BS副長 弓道初段

武道・武術 川村豊伸 大井川第３団 育成会員 柔道２段

武道・武術 鈴木　翔 藤枝第１団 オブザーバー 弓道部有段者

武道・武術 古市太郎 藤枝第１団 オブザーバー 合気道有段者

武道・武術 村松武博 藤枝第２団 団委員 剣道2段

環境保護 福田健一 焼津第５団 VS隊長 環境化学分析業務従事

環境保護 酒井達陽 藤枝第１団 団委員長 緑地保全学専攻

報道 西尾崇伸 大井川第３団 VS隊長 県連広報委員会委員

報道 酒井翔太 藤枝第１団 VS副長 TV局勤務

薬事 八尾徳明 藤枝第１団 オブザーバー 医師

防災 曽根啓伍 藤枝第１団 CS隊長 地域防災担当

防災 増田則之 焼津第５団 BS隊長 甲種防災管理者

防災 長谷川隆人 焼津第５団 団委員 会社で防災業務従事

防災 岡村資和 大井川第３団 副団委員長 自主防災会防災委員長

防災 曽根啓伍 藤枝第１団 CS隊長 地域防災担当

防災 杉山栄 藤枝第７団 団委員長

情報処理 冨田康広 大井川第３団 CS副長 SE

情報処理 酒井基希 藤枝第１団 オブザーバー 情報処理士

情報処理 本間三男 藤枝第１団 団委員 グラフィックデザイナー

情報通信 冨田康広 大井川第３団 CS副長 SE

情報通信 酒井基希 藤枝第１団 オブザーバー 情報処理士

情報通信 本間三男 藤枝第１団 団委員 グラフィックデザイナー

ネットユーザー 冨田康広 大井川第３団 CS副長 SE

ネットユーザー 西尾崇伸 大井川第３団 VS隊長 県連広報委員会FB担当

ネットユーザー 酒井基希 藤枝第１団 オブザーバー 情報処理士
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野営 柴田　伸二 島田　2 団委員 実修所終了
野営 山田　一晴 島田　2 ＢＳ隊長 実修所終了
野営 飛野　友一 島田　2 ＶＳ隊長 研修所終了
野営 鈴木　利章 島田　4 ＣＳ隊長 実修所終了
野営 河村　浩之 島田　5 ＶＳ隊長 研修所（ＣＳ・ＢＳ課程）修了
野営 山崎　勝彦 島田　5 団委員長
野営 池田　千利 島田　5 団委員
野営 小澤　秀之 島田　5 ＢＳ隊長 研修所（ＢＳ課程）修了
野営 飯田　　仁 島田　5 団委員 研修所（ＢＳ課程）修了
野営 土屋　好弘 島田　6 ＢＳ隊長 実修所終了
野営 望月　雄二 金谷　1 ＢＳ隊長
野営 鈴木　　勝 金谷　1 ＶＳ副長
野営 北川　和也 金谷　3 ＣＳ隊長 研修所終了
野営 野末　樹良 御前崎1 ＢＶＳ隊長 実修所終了
野営 増田　智弘 御前崎1 ＣＳ隊長 実修所終了

野営管理 柴田　伸二 島田　2 団委員 実修所終了
野営管理 山田　一晴 島田　2 ＢＳ隊長 実修所終了
野営管理 鈴木　利章 島田　4 ＣＳ隊長 実修所終了
野営管理 土屋　好弘 島田　6 ＢＳ隊長 実修所終了
野営管理 鈴木　　勝 金谷　1 団委員
野営管理 望月　雄二 金谷　1 ＢＳ隊長 実修所終了
野営管理 北川　和也 金谷　3 ＣＳ隊長 研修所終了
野営管理 増田　智弘 御前崎1 ＣＳ隊長 県連TT、地区野営法主任講師有

救急 福田　華奈子 島田　4 ＣＳデンリーダー 病院勤務
救急 鈴木　敬子 島田　5 ＢＶＳ副長 看護士
救急 植田　一巧 相良　1 団委員 消防署職員救急経験あり
救急 野末　量子 御前崎1 看護士

野外炊事 柴田　伸二 島田　2 団委員 実修所終了
野外炊事 山田　一晴 島田　2 ＢＳ隊長 実修所終了
野外炊事 飛野　友一 島田　2 ＶＳ隊長 研修所終了
野外炊事 鈴木　利章 島田　4 ＣＳ隊長 実修所終了
野外炊事 河村　浩之 島田　5 ＶＳ隊長 研修所（ＣＳ・ＢＳ課程）修了
野外炊事 山崎　勝彦 島田　5 団委員長
野外炊事 池田　千利 島田　5 団委員
野外炊事 小澤　秀之 島田　5 ＢＳ隊長 研修所（ＢＳ課程）修了
野外炊事 飯田　　仁 島田　5 団委員 研修所（ＢＳ課程）修了
野外炊事 土屋　好弘 島田　6 ＢＳ隊長 実修所終了
野外炊事 松浦　恵子 島田　6 ＣＳ隊長 研修所終了
野外炊事 望月　雄二 金谷　1 ＢＳ隊長 実修所終了
野外炊事 鈴木　　勝 金谷　1 団委員
野外炊事 北川　和也 金谷　3 ＣＳ隊長 研修所終了
野外炊事 長田　文雄 吉田　2 団委員 実修所終了
野外炊事 小山　昭二 相良　1 ＶＳ隊長 スカウトキャンプに熟練者
野外炊事 野末　樹良 御前崎1 ＢＶＳ隊長 実修所終了

パイオニアリング 北川　和也 金谷　3 ＣＳ隊長 研修所終了
水泳 野末　樹良 御前崎1 ＢＶＳ隊長
案内 鈴木　　勝 金谷　1 団委員

エネルギー 小林　史和 島田　5
エネルギー 野末　樹良 御前崎1 ＢＶＳ隊長

介護 山中　康史 島田　2 団委員    特養ホーム勤務
介護 森　明美 金谷　3 ＢＶＳ副長 介護士
看護 鈴木　敬子 島田　5 ＢＶＳ副長 看護士
看護 野末　量子 御前崎1 看護士
手話 大石　智一 吉田　2 ＢＳ隊長 実習所終了

世界友情 小林　史和 島田　5
通訳 小林　史和 島田　5
園芸 孕石　利幸 金谷　3 団委員長
園芸 大石　清志 吉田　2

島田地区



園芸 柴田　和彦 相良　1 団委員 造園業
音楽 池田　千利 島田　5 団委員
音楽 鈴木　　勝 金谷　1 団委員
華道 松浦　恵子 島田　6 ＣＳ隊長
茶道 鈴木　典江 吉田　2 団委員長
写真 小林　史和 島田　5
写真 小山　昭二 相良　1  ＶＳ隊長 写真撮影に関し豊富な知識を保有
写真 野末　樹良 御前崎1 ＢＶＳ隊長

伝統芸能 山田　一晴 島田　2 ＢＳ隊長 鹿島踊り保存会指導員
伝統芸能 柴田　伸二 島田　2 団委員 鹿島踊り保存会指導員
伝統芸能 小山　茂樹 島田　2 団委員 鹿島踊り保存会指導員
文化財保護 後藤　武蔵 金谷　1 団委員

木工 柴田　伸二 島田　2 団委員 木工所経営
木工 飛野　友一 島田　2 ＶＳ隊長 木工関係会社勤務
木工 福田　剛士 島田　4 団委員 建築業
木工 白石　直久 島田　4 ＶＳ副長
木工 園田　　強 島田　6 団委員長

家庭修理 飛野　友一 島田　2 ＶＳ隊長 研修所終了
家庭修理 小林　史和 島田　5
家庭修理 孕石　利幸 金谷　3 団委員長
環境衛生 成岡　厚英 島田　4

コンピューター 小沢　秀之 島田　5 ＢＳ隊長
コンピューター 清水　寿道 島田　5 育成会員
コンピューター 小林　史和 島田　5
コンピューター 野末　樹良 御前崎1 ＢＶＳ隊長

自動車 鈴木　教之 島田　4 団委員長
自動車 大池　　茂 島田　5 育成会員
自動車 北川　和也 金谷　3 ＣＳ隊長 二級整備士
事務 石神　伊佐男 島田　6 団委員
消防 山崎　勝彦 島田　5 団委員長 元消防団員・防災士
測量 小泉　創 島田　6 団委員
測量 石神　伊佐男 島田　6 団委員

鳥獣保護 山中　康史 島田　2 ＢＶＳ隊長 自然観察員
釣り 土屋　好弘 島田　6 ＢＳ隊長
釣り 孕石　利幸 金谷　3 団委員長
釣り 山本　剛士 相良　1 ＣＳ隊長
電気 山崎　勝彦 島田　5 団委員長 第１種電気工事士
電気 孕石　利幸 金谷　3 団委員長
電気 細川　　孝 金谷　3 ＢＶＳ副長 電器店経営
電気 今村　勝實 相良　1 団委員 第２種電気工事士
電気 野末　樹良 御前崎1 ＢＶＳ隊長
電気 増田　智弘 御前崎1 ＣＳ隊長
天文 小泉　創 島田　6 団委員
天文 野末　樹良 御前崎1 ＢＶＳ隊長
土壌 後藤　武蔵 金谷　1 団委員
土壌 孕石　利幸 金谷　3 団委員長
土壌 大石　清志 吉田　2
農機具 孕石　利幸 金谷　3 団委員長
農機具 大石　清志 吉田　2
農機具 畠　　行男 相良　1 育成会員 農業従事者

農業経営 松浦　恵子 島田　6 ＣＳ隊長
農業経営 大石　清志 吉田　2
農業経営 原木　文隆 相良　1 農業従事者

簿記 石神　伊佐男 島田　6 団委員
簿記 増田　絵里 御前崎1 ＶＳ隊副長 簿記１級

無線通信 杉本　悦二 島田　2 団委員 無線検定取得者
無線通信 飛野友一 島田　2 ＶＳ隊長 無線検定取得者
無線通信 飯田　　仁 島田　5 ＶＳ隊長
無線通信 小泉　創 島田　6 団委員
無線通信 今村　勝實 相良　1 団委員 1級無線通信士
無線通信 野末　樹良 御前崎1 ＢＶＳ隊長



養鶏 大石　清志 吉田　2
養鶏 鈴木　隆春 相良　1 団委員 養鶏経営経験者（獣医師）
養豚 鈴木　隆春 相良　1 団委員 養豚経営経験者（獣医師）
ラジオ 細川　　孝 金谷　3 ＢＶＳ副長 電器店経営
ラジオ 今村　勝實 相良　1 団委員 1級無線通信士
ラジオ 野末　樹良 御前崎1 ＢＶＳ隊長
ラジオ 増田　智弘 御前崎1 ＣＳ隊長
カヌー 河村　浩之 島田　5 ＶＳ隊長
自転車 清水　寿道 島田　5 育成会員
自転車 北川　和也 金谷　3 ＣＳ隊長 二級整備士
自転車 河村　学 相良　1 団委員 サイクリング熟練者
スキー 望月　雄二 金谷　1 ＢＳ隊長 実修所終了
スキー 増田　文夫 相良　1 ＣＳ副長 スキーに堪能

武道・武術 松永　博行 島田　4 ＢＳ隊長
武道・武術 大橋　裕智 金谷　3 ＣＳ副長
武道・武術 今村　智雄 相良　1 柔道
武道・武術 山本　剛士 相良　1 ＣＳ隊長 剣道
武道・武術 山下　朝美 御前崎1 ＶＳ隊長 柔道



2021年2月26日

担当技能章 氏　　名 所属団 団役務 専門技能他

野営管理 浅井　淳孝 掛川２ RS隊長 ＢＳ実/ＶＳ研/コミ研修了、ｽｶｳﾄ歴有り、ＲＳ指導者、団委員長

野営管理 原　　浩一 掛川２ 団委員 ＢＳ実/ＶＳ研/コミ研/コミ上級修了、県ＴＴ、地区コミ

救急 浅井　淳孝 掛川２ RS隊長 赤十字救急法救急員

パイオニアリング 浅井　淳孝 掛川２ RS隊長 ＢＳ実/ＳＳ研/コミ研修了、ｽｶｳﾄ歴有り

パイオニアリング 戸塚　哲直 掛川２ ＶＳ隊長 BS研修了,VS研修了予定。

水泳 野中　直美 掛川２ 一般 B&G体協指導者、毎年BSのｶﾇｰを指導

水泳 増田　一樹 掛川２ 一般
B&G財団公認ｾﾝﾀｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
日本赤十字社水上安全法指導員

水泳 太田　章隆 袋井４ ＣＳ隊長 中学時代水泳部に所属

案内 浅井　淳孝 掛川２ VS隊長 ＢＳ実/ＶＳ研/コミ研修了、RS指導者、スカウト時案内章取得

エネルギー 成瀬　昌樹 掛川２ 一般 中部電力勤務

介護 安達　友美 掛川２ ＢＳ副長 理学療法士

介護 原佳奈美 掛川２ 一般 介護職員 ＶＳ経験まであり

通訳 三好　謙一 掛川２ 団委員 海外勤務五年経験、英語に堪能

音楽 杉山　文朗 掛川２ 団委員 静岡県クラシックギター愛好会主宰

絵画 戸塚　　恵 掛川２ CS副長 絵画に堪能、絵画指導経験有り

茶道 祖父江　厚司 掛川２ 一般 茶道宗偏流

写真 杉山　文朗 掛川２ 団委員 広報誌「たちばな」編集長

伝統芸能 祖父江　厚司 掛川２ 一般 県無形文化財かんからまち獅子保存会

伝統芸能 松下高之 掛川２ ＢＶＳ隊長 地域祭りの保存会に所属

家庭修理 三好　謙一 掛川２ 団委員 趣味で日曜大工。工学系大学卒業

家庭修理 原　浩一 掛川２ 団委員 ＤＩＹ趣味、日曜大工

自動車 安達　欣史 掛川２ VＳ保護者 ２級整備士

事務 村松　清一 袋井４ ＢＳ隊長 事務に堪能

珠算 安達　友美 掛川２ ＢＳ副長 珠算１級

珠算 太田　章隆 袋井４ ＣＳ隊長 1級取得

消防 太田　章隆 袋井４ ＣＳ隊長 地元消防団経験者

消防 村松　清一 袋井４ ＢＳ隊長 地元消防団経験者

信号 村松　清一 袋井４ ＢＳ隊長 信号に関し、十分な知識を有する。

釣り 戸塚　哲直 掛川２ ＶＳ隊長 BS研修了。VS研修了予定。釣りを趣味。

電気 原　　浩一 掛川２ 団委員 工業高校、大学電気工学科卒

天文 杉山　文朗 掛川２ 団委員 天文の知識が豊富

無線通信 戸塚　哲直 掛川２ ＶＳ隊長
アマチュア無線技師免許所持。
ＢＳ研修了

カヌー 増田　一樹 掛川２ 一般
B&G財団公認ｾﾝﾀｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
日本赤十字社水上安全法指導員

自転車 曳地　清史 掛川２ 一般 ｻｲｸﾘﾝｸﾞ/ｵｰﾄﾊﾞｲを趣味、ＣＳ研修了

自転車 豊田　真次 掛川２ BS隊長 ｻｲｸﾘﾝｸﾞ/ｵｰﾄﾊﾞｲを趣味、ＢＳ研修了

スキー 山本　竜平 掛川２ 一般 全日本スキー連盟準指導員、全日本ｽｷｰ連盟Ｃ級検定員

スキー 村上　雄大 掛川２ 一般 全日本スキー連盟準指導員、全日本ｽｷｰ連盟Ｃ級検定員

登山 杉山慎吾 掛川２ VS副長 富士スカウト、元信州大学ワンダーフォーゲル部

武道・武術 後藤　信夫 掛川２ 団委員 弓道４段

武道・武術 太田　章隆 袋井４ ＣＳ隊長 剣道有段者

報道 杉山　文朗 掛川２ 団委員 元SBS静岡放送勤務

防災 浅井　淳孝 掛川２ RS隊長 ＢＳ実/ＳＳ研/コミ研修了、ｽｶｳﾄ歴有り

防災 村松　清一 袋井４ ＢＳ隊長 防火管理者資格所有

ネットユーザー 三好　謙一 掛川２ 団委員 ﾊﾟｿｺﾝ自主製作、通信環境に知見が広い

掛川・袋井地区
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野営 熊谷　正和 磐田　3 BS隊長
野営 鮫島　英晴 磐田　3 VS隊長
野営 小松　　優 磐田　3 団委員長
野営 城戸　勝英 磐田　6 団委員長
野営 松村　　弘 豊田　1 団委員長
野営 大山　　毅 豊田　1 VS隊長
野営 寒川　雅史 豊田　2 BS隊長
野営 大橋光男 磐田　3 相談役
野営 加藤　正明 磐田　7 BVS隊長
野営 玉沢　公章 磐田　7 CS隊長
野営 前島　正幸 磐田　7 BS隊長 
野営 宮脇　一憲 磐田　4 BS隊長

野営管理 熊谷　正和 磐田　3 BS隊長
野営管理 城戸　勝英 磐田　6 団委員長
野営管理 大山　　毅 豊田　1 VS隊長
野営管理 松村　　弘 豊田　1 団委員長
野営管理 高尾　信安 豊田　2 団委員
野営管理 前島　正幸 磐田　7 BS隊長 

救急 鮫島　英晴 磐田　3 VS隊長
救急 梅原　潤一 磐田　6 団委員
救急 山崎　友子 豊田　1 団委員
救急 松山　正之 豊田　2 団委員
救急 小川　好伸 豊田　2 BS副長
救急 鈴木　雄彦 磐田　4 BS副長

野外炊事 前島　正幸 磐田　7 BS隊長 
野外炊事 岩山千亜紀 磐田　7 BS副長 
野外炊事 鮫島　英晴 磐田　3 VS隊長
野外炊事 熊谷　正和 磐田　3 BS隊長
野外炊事 城戸　勝英 磐田　6 団委員長
野外炊事 大山　　毅 豊田　1 VS隊長
野外炊事 寒川　雅史 豊田　2 BS隊長
野外炊事 小松　　優 磐田　3 団委員長
野外炊事 宮脇　一憲 磐田　4 BS隊長

水泳 井口　光芳 磐田　6 BVS隊長
水泳 松村　　弘 豊田　1 団委員長
水泳 大山　　毅 豊田　1 VS隊長
水泳 藤下　祐己 豊田　1 CS隊長
水泳 江塚　克実 磐田　4 BS副長 中学校教師
案内 松村　　弘 豊田　1 団委員長
案内 吉田　曠 磐田　3 相談役

エネルギー 大石　健太 豊田　1 BS隊長
介護 赤林　剛 磐田　3 CS副長
介護 長尾　一樹 磐田　3 RS副長
介護 鈴木　章史 豊田　1 VS副長
介護 小川　好伸 豊田　2 BS副長
看護 加藤　佐登美 磐田　6 BS副長
看護 山崎　友子 豊田　1 団委員
手話 大橋　武彦 磐田　3 ｽｶｳﾄｸﾗﾌﾞ

世界友情 安間　英雄 磐田　6 育成会長
世界友情 大山　　毅 豊田　1 VS隊長

通訳 梅原　潤一 磐田　6 団委員
通訳 神谷　　牧 磐田　6 BVS副長
通訳 大山　　毅 豊田　1 VS隊長
通訳 大橋武彦 磐田　3 団委員
演劇 三谷　美穂子 豊田　1 BVS副長

磐田地区
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磐田地区

音楽 小原　みどり 磐田　3 副団委員長
音楽 神谷　　牧 磐田　6 団委員
音楽 鈴木　雄彦 磐田　4 BS副長
絵画 鈴木　千佳子 豊田　1 団委員
写真 大山　　毅 豊田　1 VS隊長
書道 山形　俊子 豊田　2 団委員
書道 森本　光治 豊田　2 育成会長 書道塾経営
竹細工 村田　朝雄 磐田　6 副団委員

文化財保護 城戸　勝英 磐田　6 団委員長
木工 村田　朝雄 磐田　6 副団委員長
木工 中安　章善 磐田　4 副団委員長 木工所経営
安全 井口　光芳 磐田　6 BVS隊長
安全 松山　正之 豊田　2 団委員
安全 小川　好伸 豊田　2 BS副長
安全 高尾　信安 豊田　2 団委員

環境衛生 鈴木　　章 豊田　2 VS隊長
コンピューター 三戸部　孝 豊田　1 副団委員長
コンピューター 大山　　毅 豊田　1 VS隊長
コンピューター 大石　健太 豊田　1 BS隊長
コンピューター 江塚　克実 磐田　4 BS副長

裁縫 山田　和子 磐田　3 CS隊長
自動車 鈴木　均 磐田　6 VS隊長
自動車 松村　　弘 豊田　1 団委員長
自動車 大山　　毅 豊田　1 VS隊長
自動車 大石　健太 豊田　1 BS隊長
事務 近藤　　弘 磐田　6 副団委員長
事務 井口　光芳 磐田　6 BVS隊長
事務 鈴木　　章 豊田　2 VS隊長
珠算 宮脇　一憲 磐田　4 BS隊長
消防 石川　弘治 磐田　3 団委員
消防 熊谷　正和 磐田　3 BS隊長
消防 宮脇　一憲 磐田　4 BS隊長
測量 大石　和宏 豊田　1 団委員
測量 大杉　幸広 磐田　4 VS隊長
釣り 山田　博彦 磐田　3 BS副長
釣り 加藤　正明 磐田　7 BVS隊長
釣り 高塚　広美 磐田　7 団委員長

溺者救助 鈴木　雄彦 磐田　4 BS副長
電気 大石　健太 豊田　1 BS隊長
電気 鈴木　　章 豊田　2 VS隊長 第3種電気主任技術者
天文 伊藤　文昭 磐田　3 CS副長
天文 鈴木　　章 豊田　2 VS隊長
簿記 近藤　　弘 磐田　6 副団委員長

無線通信 長尾一男 磐田　3 団委員
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野営 永田逓児 浜松7団 副団委員長 WＢ実修所ＢＳ課程

野営管理 堀内正治 浜松1団 ＶＳ隊長 スカウトコース所長

野営管理 永田逓児 浜松7団 副団委員長 WＢ実修所ＢＳ課程

野営管理 西村清矢 浜松12団 ＶＳ副長 WＢ実修所ＢＳ過程

野営管理 中嶋一仁 浜松12団 ＢＳ隊長 WＢ実修所ＢＳ過程

救急 鈴木直子 浜松12団 団委員 看護師、救急研修会講師

救急 竹下　啓 浜松12団 ＲＳ副長 医師

救急 上林明日翔 浜松12団 団委員 医師

救急 松井陽子 浜松14団 ＲＳ副長 看護師

救急 古子加代子 浜松19団 ＢＶＳ副長 看護士

野外炊事 杉山きよ子 浜松7団 副団委員長 WＢ実修所ＢＶＳ課程、県TT

野外炊事 辻村寿子 浜松7団 副団委員長 調理師

パイオニアリング 堀内正治 浜松1団 ＶＳ隊長 ウッドクラフトコース修了

パイオニアリング 中嶋一仁 浜松12団 ＢＳ隊長 ﾊﾟｲｵﾆｱﾘﾝｸﾞ研修修了

パイオニアリング 平野浩司 浜松14団 ＢＳ隊長 ﾊﾟｲｵﾆｱﾘﾝｸﾞ研修修了

水泳 倉島香代子 浜松7団 ＢＳ副長 ｻﾑｼﾝｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ所属

水泳 横井孝康 浜松19団 ＶＳ隊長 堪能

案内 杉山きよ子 浜松7団 副団委員長 WＢ実修所ＢＶＳ課程、県TT

エネルギー 和田正三 浜松12団 団委員長 高圧ガス取扱責任者

エネルギー 近藤　淳 浜松12団 ＶＳ隊長

介護 竹田みどり 浜松12団 団委員 介護施設勤務

介護 松井陽子 浜松14団 ＲＳ副長 看護師、介護施設勤務

看護 鈴木直子 浜松12団 団委員 看護師

看護 出口真由 浜松12団 ＲＳ 看護師

看護 松井陽子 浜松14団 ＲＳ副長 看護師

世界友情 近藤　淳 浜松12団 ＶＳ隊長 堪能

通訳 近藤　淳 浜松12団 ＶＳ隊長 堪能

点字 池田　宏 浜松12団 盲学校講師

音楽 袴田康行 浜松12団 ＶＳ副長 吹奏楽指導者

音楽 山中智則 浜松12団 ＢＶＳ副長 吹奏楽指導者

絵画 中嶋一仁 浜松12団 ＢＳ隊長 芸大卒

華道 加藤真弓 浜松7団 団委員 堪能

華道 斉藤晶子 浜松12団 ＶＳ副長 堪能

茶道 杉山きよ子 浜松7団 副団委員長 堪能

茶道 西川嘉一 浜松12団 団委員 茶道師範

茶道 川島鉄樹 浜松12団 ＢＶＳ副長 堪能

書道 植田明子 浜松1団 ＣＳ副長 有段、堪能

竹細工 松本貞司 浜松12団 ＢＳ隊ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 楽器会社　木工技術者

伝統芸能 渋谷茂光 浜松19団 ＢＳ隊長 浜松祭大進会会長、手筒会会員

文化財保護 八尋由美 浜松7団 団委員 社会科教員

木工 荻茂隆 浜松1団 ＣＳ隊長 堪能

浜松地区
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木工 倉島武次 浜松7団 ＣＳ副長 建具店経営

安全 山下浩二 浜松7団 BVS隊長 堪能

家庭修理 荻茂隆 浜松1団 ＣＳ隊長 一級技能士

家庭修理 倉島武次 浜松7団 ＣＳ副長 建具店経営

家庭修理 山下浩二 浜松7団 ＢＶＳ隊長 堪能

家庭修理 西川嘉一 浜松12団 団委員 精通

家庭修理 竹田清二 浜松12団 ＢＶＳ副長 精通

家庭修理 平野浩司 浜松14団 ＢＳ隊長 精通

家庭修理 横井孝康 浜松19団 ＶＳ隊長 精通

環境衛生 渋谷茂光 浜松19団 ＢＳ隊長 精通

環境衛生 野中宏雄 浜松19団 ＢＳ副長 精通

環境衛生 中村　学 浜松19団 ＢＳ副長 精通

環境衛生 横井孝康 浜松19団 ＶＳ隊長 精通

コンピューター 小林博之 浜松1団 団委員長 堪能

コンピューター 水野理央 浜松7団 BS副長 ソフトウエア技術者

コンピューター 臼井章 浜松7団 団委員長 PC使用歴30年

コンピューター 近藤　淳 浜松12団 ＶＳ隊長 精通

コンピューター 杉山喜一 浜松12団 ＲＳ隊長 IT系技術者

コンピューター 小笠原妙香 浜松12団 ＣＳ副長 精通

裁縫 棚橋由利恵 浜松12団 ＢＶＳ副長 ｶﾗｰﾌｫｰﾏﾙ縫製

自動車 八尋知行 浜松7団 15年以上ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ出場

自動車 村上行信 浜松12団 ＲＳ副長 自動車整備士

自動車 鈴木重人 浜松19団 ＢＶＳ隊長 自動車整備経営

事務 仲田　始 浜松12団 団委員 元市職員

珠算 小笠原妙香 浜松12団 ＣＳ副長 珠算検定２段

洗濯 夏目明子 浜松12団 団委員 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ師

測量 仲田　始 浜松12団 団委員 測量士捕

釣り 杉山喜一 浜松12団 ＲＳ隊長 堪能

釣り 佐野嘉男 浜松19団 ＢＶＳ副長 堪能

電気 臼井章 浜松7団 団委員長 元半導体技術者

電気 竹内宏之 浜松12団 ＣＳ隊長 第2種電気工事士・高圧電気工事士

天文 和田浩子 浜松12団 天文指導

無線通信 永瀬稔也 浜松7団 ＢＳ隊長 ｱﾏﾁｭｱ無線技士

無線通信 水野理央 浜松7団 ＢＳ副長 ｱﾏﾁｭｱ無線技士

ラジオ 近藤　淳 浜松12団 副団委員長 電気系講義担当，考査内容についての講義実績有り

わら工 鈴木友幸 浜松1団 団委員 堪能

オリエンテーリング 和田正三 浜松12団 団委員長 オリエンテーリング指導

カヌー 倉島武次 浜松7団 ＣＳ副長 堪能
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カヌー 西條哲也 浜松12団 カヌーインストラクター

自転車 八尋知行 浜松7団 ﾂｰﾙﾄﾞのと、富士山ﾋﾙｸﾗｲﾑ等多数出場

自転車 松本貞司 浜松12団 ＢＳｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 堪能

自転車 三井啓義 浜松12団 ＢＳｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 堪能

自転車 鈴木重人 浜松19団 ＢＶＳ隊長 堪能

自転車 横井孝康 浜松19団 ＶＳ隊長 堪能

スキー 鈴木明彦 浜松7団 VS隊長 堪能

スキー 山田洋次 浜松12団 ＢＳｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ ｽｷｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

スキー 西村清矢 浜松12団 ＶＳ副長 堪能

スキー 和田正三 浜松12団 団委員長 堪能

スキー 佐野嘉男 浜松19団 ＢＶＳ副長 堪能

スキー 大塚景子 浜松19団 ＢＳ副長 堪能

スキー 横井孝康 浜松19団 ＶＳ隊長 堪能

スキー 小林博之 浜松1団 団委員長 堪能

スケート 竹内達哉 浜松12団 元スカウト 堪能　元スピードスケート選手

スケート 鈴木明彦 浜松7団 VS隊長 堪能

登山 山田　定之 浜松7団 団委員 精通

登山 竹内宏之 浜松12団 ＣＳ隊長 堪能

環境保護 渋谷茂光 浜松19団 ＢＳ副長 精通

防災 古澤裕子 浜松12団 団委員 防災士資格有

情報処理 水野理央 浜松7団 BS副長 ソフトウエア技術者

情報処理 臼井章 浜松7団 団委員長 電気系技術者

情報処理 近藤　淳 浜松12団 副団委員長 精通

情報処理 杉山喜一 浜松12団 ＲＳ隊長 IT系技術者

情報通信 水野理央 浜松7団 BS副長 ソフトウエア技術者

情報通信 臼井章 浜松7団 団委員長 電気系技術者

情報通信 近藤　淳 浜松12団 副団委員長 精通

情報通信 杉山喜一 浜松12団 ＲＳ隊長 IT系技術者

ネットユーザー 近藤　淳 浜松12団 副団委員長 精通
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野営 冨田 昌伸 浜松６団 ＣＳ隊長 地区ＴＴ

野営 鈴木 智之 浜松２４団 団委員、地区進歩委員長

野営 鈴木　亮介 浜松２４団 RS隊長、指導者養成 BS実修所修了者

野営 大澤　 晶 浜松２２団 団委員長 ALT

野営 鈴木 文志 浜松２２団 RS隊長 ALT

野営 辻　 信昭 浜松２２団 BS隊長 県TT

野営 松永 伸弥 浜松２１団 RＳ隊長 ＬＴ

野営 安藤 精彦 浜松２１団 ＶＳ隊長

野営 寺田 智成 浜松１５団 VS隊長

野営 佐藤   誠 浜松１５団 団委員長 元ＡＬＴ

野営 野末 淳二 浜松１５団 育成会員 WB BS課程実修所修了

野営 今村　春幸 天竜1団 団委員 ＷＢ実修所（ＳＳ）

野営 鈴木　広和 天竜1団 ＶＳ隊長 ＷＢ実修所（ＢＳ）

野営 岡田　浩一 天竜1団 団委員長 ＷＢ実修所（ＣＳ）

野営 藤原　謙次 天竜1団 ＣＳ隊長 ＷＢ実修所（ＣＳ）

野営管理 近藤   孝 浜松６団 団委員長 元ＬＴ

野営管理 鈴木　亮介 浜松２４団 RS隊長、指導者養成 BS実修所修了者

野営管理 大澤   晶 浜松２２団 団委員長 ALT

野営管理 鈴木 文志 浜松２２団 RS隊長 ALT

野営管理 松永 伸弥 浜松２１団 RＳ隊長 ＬＴ

野営管理 寺田 智成 浜松１５団 VS隊長

野営管理 佐藤   誠 浜松１５団 団委員長 元ＡＬＴ

野営管理 野末 淳二 浜松１５団 育成会員 WB BS課程実修所修了

野営管理 今村　春幸 天竜1団 団委員 ＷＢ実修所（ＳＳ）

野営管理 鈴木　広和 天竜1団 ＶＳ隊長 ＷＢ実修所（ＢＳ）

野営管理 岡田　浩一 天竜1団 団委員長 ＷＢ実修所（ＣＳ）

野営管理 藤原　謙次 天竜1団 ＣＳ隊長 ＷＢ実修所（ＣＳ）

救急 猿川　潤一郎 浜松２４団 団委員 医師

救急 宮本　礼子 浜松２２団 健康安全委員 医師

救急 寺田  智成 浜松１５団 VS隊長 赤十字救急法救急員、応急手当普及員

救急 野末  淳二 浜松１５団 育成会員 日赤救急員適任証

救急 吉田　直弘 浜松３０団 育成会員 関係業種

野外炊事 鈴木　亮介 浜松２４団 RS隊長、指導者養成 BS実修所修了者

野外炊事 大澤 　晶 浜松２２団 団委員長 県TT

野外炊事 鈴木　文志 浜松２２団 RS隊長 ALT

野外炊事 辻 　信昭 浜松２２団 BS隊長 県TT

野外炊事 松永  伸弥 浜松２１団 RＳ隊長 ＬＴ

野外炊事 寺田 あきの 浜松２１団 ＢＳ副長 関係業種

野外炊事 安藤  精彦 浜松２１団 ＶＳ隊長

野外炊事 佐藤   誠 浜松１５団 団委員長 元ＡＬＴ

野外炊事 寺田  智成 浜松１５団 VS隊長

野外炊事 野末  淳二 浜松１５団 育成会員 WB BS課程実修所修了

野外炊事 和久田　哲司 浜松１１団 BS隊長

浜松東地区
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野外炊事 今村　春幸 天竜1団 団委員 ＷＢ実修所（ＳＳ）

野外炊事 鈴木　広和 天竜1団 ＶＳ隊長 ＷＢ実修所（ＢＳ）

野外炊事 岡田　浩一 天竜1団 団委員長 ＷＢ実修所（ＣＳ）

野外炊事 藤原　謙次 天竜1団 ＣＳ隊長 ＷＢ実修所（ＣＳ）

パイオニアリング 冨田　昌伸 浜松６団 ＣＳ隊長 地区副コミ、県ＴＴ

パイオニアリング 山口　規予美 浜松２４団 BS・VS隊長 BS実修所修了者

パイオニアリング 鈴木　亮介 浜松２４団 RS隊長、指導者養成 BS実修所修了者

パイオニアリング 大澤 　晶 浜松２２団 団委員長 ALT

パイオニアリング 辻　 信昭 浜松２２団 BS隊長 県TT

パイオニアリング 鈴木　文志 浜松２２団 RS隊長 ALT

パイオニアリング 安藤  精彦 浜松２１団 ＶＳ隊長 経験豊富

パイオニアリング 寺田  智成 浜松１５団 VS隊長 地区副コミ

パイオニアリング 和久田　哲司 浜松１１団 BS隊長 地区団担当コミ、県ＴＴ

パイオニアリング 奈木　真由美 浜松３０団 ＶＳ隊長 県ＴＴ

案内 寺田  智成 浜松１５団 VS隊長

案内 市来　哲二 浜松１５団 RS副長

エネルギー 寺田  智成 浜松１５団 VS隊長 エコピープル

介護 伊藤 たかね 浜松１５団 副団委員長 ホームヘルパー

介護 吉田　直弘 浜松３０団 育成会員 関係業種

看護 水越　みづほ 浜松３０団 育成会員 関係業種

通訳 丹野　裕道 浜松２４団 RS副長 海外留学、海外勤務経験者

通訳 大木　俊夫 浜松２２団 育成会 英語教育経験者

通訳 杉山　隆子 浜松１５団 BS,VS副長 海外生活経験

園芸 松田  怡男 浜松２１団 副団委員長 盆栽

園芸 中道  真澄 浜松３０団 ＢＶＳ副長 農学修士

音楽 鈴木  智之 浜松２４団 団委員、地区進歩委員長 コーラス部員

音楽 鈴木　亮介 浜松２４団 RS隊長、指導者養成 ピアノ経験者

音楽 大澤 　 晶 浜松２２団 団委員長 ピアノ教習（15年間）

音楽 松田  怡男 浜松２１団 副団委員長

音楽 市来　哲二 浜松１５団 RS副長

茶道 斉藤  裕美 浜松１１団 ＣＳ副長

書道 松田  怡男 浜松２１団 副団委員長 書道家

伝統芸能 和久田　哲司 浜松１１団 BS隊長

木工 辻　徹太郎 浜松２４団 副団委員長 関連業種

木工 氏原  一平 浜松２２団 育成会 関連業種

木工 山崎　龍巳 天竜1団 団委員 1級建築士（大工）

安全 寺田  智成 浜松１５団 VS隊長 ふじのくに防災士、防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾁﾞﾈｰﾀｰ

家庭修理 市来　哲二 浜松１５団 RS副長

家庭修理 山崎　龍巳 天竜1団 団委員 1級建築士（大工）

コンピューター 小池田恒行 浜松２４団 団委員長 関連業種

コンピューター 中島　実 浜松２２団 広報委員 関連業種

コンピューター 北　一樹 浜松２２団 CS副長 関連業種

コンピューター 福地　弘倫 浜松２２団 BVS隊長 関連業種
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コンピューター 清水　良信 浜松２１団 BVS隊長

コンピューター 市来　哲二 浜松１５団 RS副長

コンピューター 岡田　浩一 天竜1団 団委員長 システム開発

自動車 原田  雄次 浜松２４団 CS副長 関連業種

自動車 野末  淳二 浜松１５団 育成会員 自動車整備士

事務 名倉　正彦 浜松２２団 副育成会長 会社経営

事務 市来　哲二 浜松１５団 RS副長

珠算 鈴木  智之 浜松２４団 団委員、地区進歩委員長 関連業種

珠算 吉本　真澄 浜松２２団 特別育成会員 関連業種

森林愛護 寺田  智成 浜松１５団 VS隊長 静岡県林業支援講習全課程修了

測量 佐藤   誠 浜松１５団 団委員長 測量士

測量 村田 和行 浜松１５団 BS副長 測量士補

測候 山屋   宏 浜松２４団 副育成会長・副団委員長

釣り 波切　浩昭 浜松２４団 Bvs隊長、組織拡張委員長

釣り 松田 怡男 浜松２１団 副団委員長

釣り 名刀　光夫 浜松２１団 団委員長

電気 古谷  儀明 浜松１５団 CS隊長 電気工事士

電気 後藤  敏夫 浜松１５団 ＲS隊長 電気工事士、電気主任技術者

電気 今村　春幸 天竜1団 団委員 電気工事士

天文 山屋   宏 浜松２４団 副育成会長・副団委員長

土壌 中道  真澄 浜松３０団 ＢＶＳ副長 農学修士

簿記 牧野　友保 浜松２２団 副育成会長 税理士

簿記 道下　安俊 浜松２１団 CS隊長

無線通信 原田 雄次 浜松２４団 CS副長 免許保有

無線通信 後藤  敏夫 浜松１５団 ＲS隊長 ｱﾏﾁｭｱ無線技士

無線通信 佐藤　誠 浜松１５団 団委員長 ｱﾏﾁｭｱ無線技士

無線通信 村田 和行 浜松１５団 BS副長 ｱﾏﾁｭｱ無線技士

無線通信 野末 淳二 浜松１５団 育成会員 ｱﾏﾁｭｱ無線技士

無線通信 今村　春幸 天竜1団 団委員 第1級アマチュア無線技士

無線通信 山崎　龍巳 天竜1団 団委員 第4級アマチュア無線技士

無線通信 岡田　浩一 天竜1団 団委員長 第2級アマチュア無線技士

無線通信 藤原　謙次 天竜1団 ＣＳ隊長 第3級アマチュア無線技士

ラジオ 原田 雄次 浜松２４団 CS副長

ラジオ 稲垣　紘一 浜松２２団 育成会 関連業種

ラジオ 後藤　敏夫 浜松１５団 ＲS隊長 ｱﾏﾁｭｱ無線技士

カヌー 寺本 　昇 浜松６団 BVS隊長

自転車 冨田　昌伸 浜松６団 ＣＳ隊長 ｻｰｸﾙ所属

自転車 杉本　秀男 浜松２１団 BS隊長

自転車 寺田  智成 浜松１５団 VS隊長 サイクリスト

スキー 寺本 　昇 浜松６団 BVS隊長

スキー 小池田 恒行 浜松２４団 団委員長

スキー 山口　規予美 浜松２４団 BS・VS隊長 スキー部経験

スキー 大澤 　晶 浜松２２団 団委員長 競技スキー部出身
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スキー 山 岸   忠 浜松１５団 育成会員 スキーインストラクター

スキー 角田　陽 浜松３０団 ＶＳ副長

スケート 松田 怡男 浜松２１団 副団委員長

スケート 杉本　就平 浜松２１団 BS副長

登山 菅沼　久幸 浜松６団 BS隊長 山岳会員

登山 辻 徹太郎 浜松２４団 副団委員長 山岳部経験者

パワーボート 持田　出 浜松２４団 CS副長 ﾊﾟﾜｰﾎﾞｰﾄ1級

ヨット 寺本　昇 浜松６団 BVS隊長

武道・武術 安藤 精彦 浜松２１団 VＳ隊長 有段者（弓道）

武道・武術 前田　堅太郎 浜松１５団 BS隊長 空手初段、剣道初段

武道・武術 波切　拓海 浜松２４団 VS副長 《少林寺拳法》指導者及び有段者

武道・武術 波切　亮太 浜松２４団 VS副長 《少林寺拳法》指導者及び有段者

環境保護 寺田  智成 浜松１５団 VS隊長 浜松市環境学習指導員、ｴｺﾋﾟｰﾌﾟﾙ

報道 波切　浩昭 浜松２４団 Bvs隊長 、組織拡張委員長

報道 山口　規予美 浜松２４団 BS・VS隊長 団体広報担当経験あり

薬事 渡部　千佳 浜松２４団 野営 薬剤師資格

薬事 猿川　潤一郎 浜松２４団 団委員 医師

薬事 雪山　陽子 浜松３０団 ＣＳ副長 薬剤師資格

防災 波切　浩昭 浜松２４団 Bvs隊長 、組織拡張委員長

防災 寺田  智成 浜松１５団 VS隊長 防災士・ふじのくに防災士・ふじのくに災害ボランティアコーディネーター

情報処理 小池田恒行 浜松２４団 団委員長 情報処理技術者１種

情報処理 清水　良信 浜松２１団 BVS隊長

情報通信 小池田恒行 浜松２４団 団委員長 情報処理技術者１種

ネットユーザー 小池田恒行 浜松２４団 団委員長 情報処理技術者１種


