
1 会長 吉田  修一 （株）相模運輸 相模原
2 副会長 藤木　幸二 藤木陸運（株） 横浜
3 副会長 髙橋  浩治 川崎運送（株） 川崎
4 副会長 飯沼  健史 富国運輸（株） 横浜
5 副会長 三原  輝美 （有）三原運輸商事 相模原
6 副会長 大竹　　浩 丸進興業運輸（株） 県南
7 副会長 金谷　智司 （株）金谷商運 県央
8 常任理事 東海林  憲彦 萬運輸（株） 横浜
9 常任理事 阿部  誠一郎 丸五運輸（株） 横浜

10 常任理事 江藤  博一 丸島運輸（株） 県央
11 常任理事 伊藤  保義 内外液輸（株） 横浜
12 常任理事 髙梨  信広 髙梨運送（株） 川崎
13 常任理事 不動田  昌弘 （株）不動田運輸 横浜
14 理事 秋元　伸介 秋元運輸倉庫（株） 川崎
15 理事 沖島　由二郎 川崎北部市場運送サービス（株） 川崎
16 理事 齋藤　邦治 秀和運輸（株） 川崎
17 理事 鈴木　雄三 三共陸上輸送（株） 川崎
18 理事 瀧田　泰典 舟津産業（株） 川崎
19 理事 横山  憲二 （株）横山運輸 川崎
20 理事 河原　隆子 関東陸送（株） 横浜
21 理事 小山　政之 京浜興産（株） 横浜
22 理事 池田  博一 （株）池田興運 横浜
23 理事 森    修一 （株）まるあ 横浜
24 理事 稲葉  武久 稲葉産業（株） 横浜
25 理事 岡田  純子 （株）神港商会 横浜
26 理事 菊地　文明 （株）京浜トレーディング 横浜
27 理事 梅沢　隆之 （株）グローバルテクノス 横浜
28 理事 茅野  宏行 （株）鶴見サ－ビス 横浜
29 理事 中村　匡宏 丸全昭和運輸（株） 横浜
30 理事 筒井　昌隆 （株）日新 横浜
31 理事 徳橋　三郎 互興運輸（株） 横浜
32 理事 元田  五男 （株）元田流通運輸 横浜
33 理事 佐々木  忠行 相互運送（株） 横浜
34 理事 望月　誠 望月運輸（株） 横浜
35 理事 野村　栄蔵 （株）不二運輸倉庫 横浜
36 理事 小澤　正男 （株）パイプライン運輸 横浜
37 理事 松本　厚 松本産業輸送（株） 横浜
38 理事 置田　圭三 置田運輸（株） 横浜
39 理事 出島  稔 産愛運送（株） 相模原
40 理事 高橋　英樹 サガミ急送（株） 相模原
41 理事 柴﨑　慎二 (株)都市貨物輸送 相模原
42 理事 川延  克己 （有）丸真運輸 県南
43 理事 立川  明彦 （株）山立水産運輸 県南
44 理事 鈴木  信一 鈴信運送（株） 県南
45 理事 小田　明央 日神機工（株） 県南
46 理事 倉吉  裕介 （株）倉吉運輸 県南
47 理事 大塚　信一 大塚運輸（株） 県央
48 理事 大門  ヒロ子 大光運輸（有） 県央
49 理事 奥山　恵子 （株）まるだい運輸倉庫 県央
50 理事 山口　拓示 （有）東西運輸 県央
51 理事 後藤  直樹 協和興運（株） 県央
52 理事 小瀬村  尚志 神農流通（株） 県央
53 理事 大塚  淳 光運送（株） 県央
54 理事 鈴木　紀夫 （株）上神谷運送厚木 県央
55 理事 新村　千成 ロジフォワード(株) 県央
56 理事 宇田川　努 海老名産業（株） 県央
57 理事 加藤  広支 （有）加藤運送店 県央
58 理事 佐藤　嘉則 （有）ネクストワン 県央
59 理事 石橋　廣 （一社）神奈川県トラック協会 員外
60 理事 寺崎　慎一 （一社）神奈川県トラック協会 員外
61 理事 会田　修 （一社）神奈川県トラック協会 員外
62 監事 梅沢　利雄 梅沢企業（株） 横浜
63 監事 東　順治 日本通運（株）横浜支店 横浜
64 監事 小此木歌藏 神奈川倉庫協会 員外
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