
ﾌﾞﾛｯｸ 支部名
支部青年部

役　職
氏名 会社名

兵青協
29年度役職

出欠

1 部会長 中川 健太郎 尼髙運輸㈱ ✕

2 副部会長 月城 昌吉 ㈱月城商運 ✕

3 副部会長 杉村 　優 ㈲明優サービス ✕

4 副部会長 植田 敦生 植田運送㈱ ✕

5 部会長 中野 恵介 三光運送㈱ 副会長 〇

6 副部会長 松嶋 伸典 協伸運輸㈱ ✕

7 副部会長 中尾 篤志 ケイ・エム運輸㈲ 〇

8 部会長 富長  輝 淡路通運㈱ ブロック長 〇

9 副部会長 長舩 亘祐 ㈱長船回漕店 ✕

10 副部会長 松井 章博 松井開発運輸㈱ ✕

11 副部会長 稲田 祥理 稲田運送㈱ ✕

12 部会長 瀬川 淳司 ㈱瀬川運送店 〇

13 副部会長 奥野 友和 奥野運輸産業㈱ 監事 〇

14 副部会長 山田 　彰 ㈱カーゴサービス ✕

15 副部会長 田中 賢一 ㈱ロジックス 〇

16 部会長 平戸 伸和 平戸梱包運送㈱ 副会長 〇

17 副部会長 小林　誠 南部運送㈱ 〇

18 副部会長 内山 克紀 ㈱神戸急配社 ✕

19 部会長 西村 隆司 西村運送㈲ ブロック長 ✕

20 副部会長 河合 利昭 マルカ運輸㈱ ✕

21 副部会長 髙島 厚弥 神戸互洋運送㈱ ✕

評議員 福住 正則 ㈱福住 評議員 〇

22 副部会長 脇村 勇介 ㈲山一運送 ✕

23 部会長 田辺 秀樹 田辺組運送㈱ 〇

24 副部会長 菊川 高宏 ㈲菊川組運送 〇

25 副部会長 蓑輪 光浩 ツー・エス・エー物流企画㈱ 〇

26 部会長 山本　良 ㈲山清商事運輸 ブロック長 ✕

27 副部会長 田中　章 丸豊運送㈱ ✕

28 副部会長 川﨑 誠基 興神運輸㈱ ✕

29 部会長 稗田 健吾 ㈲稗田商事 副会長 〇

30 副部会長 岡田 　徹 岡田運送㈱ ✕

31 副部会長 長谷川 哲也 ㈱長谷川運輸 ✕

32 副部会長 福田 充伸 福田運輸㈱ ✕

33 部会長 黒田 智也 黒田運輸㈱ 会長 〇

34 副部会長 川端 敬三 谷井運輸㈱ 〇

35 副部会長 櫻井 俊雄 中播運輸工業㈲ 〇

36 副部会長 柴原 　彰 ㈲丸福運送店 〇

37 副部会長 東本 省二 姫路運送㈱ ✕

38 部会長 中井 和也 多紀運送㈱ 監事 〇

39 副部会長 小林 公貴 ㈱ニッコー物流 〇

40 副部会長 永井 伸弥 協栄運輸㈱ ✕

41 副部会長 川口 浩樹 石見サービス㈱ 顧問 ✕

42 部会長 塚原 健太 双葉産業㈱ 〇

43 副部会長 清原 清忠 ㈲上中田 ✕

44 副部会長 田正司 知祐 ㈱新興商運 副会長 ✕

45 部会長 荒木 英彦 ㈲但馬農産運輸 ブロック長 ✕

46 副部会長 山本 洋介 山本運輸㈱ ✕

47 副部会長 尾崎 玲央 兵庫エクスプレス㈱ ✕

東神戸 48 岸　 浩司 ㈱東灘カーゴ 相談役 〇

 【役員(規約)： 会長１名、 副会長４名、 ﾌﾞﾛｯｸ長４名、 監事２名】
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