
代 就任年月日 氏名 代 就任年月日 氏名 代 就任年月日 氏名 代 就任年月日 氏名 代 就任年月日 氏名 代 就任年月日 氏名

1 昭和３０年　４月１７日 木澤　喜九郎 1 昭和３０年　４月１７日 加藤　釼一 33 〃　６１年　９月１９日 若井　静香 33 〃　６１年　９月１９日 田原　芳郎 65 平成２９年　９月　５日 平岡　正男 65 平成２９年　９月　５日 櫻井　芳男

2 〃　３０年　９月　６日 大脇　寿重 2 〃　３０年　９月　６日 若井　重三 34 〃　６２年　９月　３日 高井　信孝 34 〃　６２年　９月　３日 渡辺　節夫 66 〃　３０年　９月　５日 桜井　真茂 66 〃　３０年　９月　５日 平岡　正男

3 〃　３１年　８月２７日 渡辺　諌司 3 〃　３１年　８月２７日 馬場　克己 35 〃　６３年　９月１６日 横田　良房 35 〃　６２年　９月１６日 福田　雅良 67 67

4 〃　３２年　８月３０日 若井　重三 4 〃　３２年　８月　１日 井上　貫一 36 平成　元年　６月１３日 福田　雅良 36 平成　元年　６月１３日 則武　豊 68 68

5 〃　３３年　６月　１日 馬場　克己 5 〃　３３年　６月　１日 桜井　錠平 37 〃　　２年　９月１７日 渡辺　節夫 37 〃　　２年　９月１７日 酒向　芳喜 69 69

6 〃　３４年　９月　１日 佐伯　勝重 6 〃　３４年　９月　１日 渡辺　諌司 38 〃　　３年　９月　４日 田原　芳郎 38 〃　　３年　９月　４日 井上　幹雄 70 70

7 〃　３５年　９月　１日 渡辺　諌司 7 〃　３５年　９月　１日 佐伯　勝重 39 〃　　４年　９月　９日 木下　瀞 39 〃　　４年　９月　９日 佐伯　幸信 71 71

8 〃　３５年１０月２９日 佐伯　勝重 8 〃　３５年１０月２９日 横田　良房 40 〃　　５年　９月１６日 酒向　芳喜 40 〃　　５年　９月１６日 平岩　求 72 72

9 〃　３６年　４月２６日 林　 一郎 9 〃　３６年　９月１５日 加藤　英治 41 〃　　６年１２月２０日 則武　豊 41 〃　　６年１２月２０日 佐伯　幸信 73 73

10 〃　３７年　９月　７日 遠藤　稔 10 〃　３７年　９月　７日 加藤　仙吉 42 〃　　７年　９月　１日 佐伯　幸信 42 〃　　７年　９月　１日 辻　武史 74 74

11 〃　３８年　９月　２日 渡辺　諌司 11 〃　３８年　９月　２日 井上　定美 43 〃　　８年　９月１２日 井上　幹雄 43 〃　　８年　９月１２日 横田　文夫 75 75

12 〃　４０年　９月　１日 林　 一郎 12 〃　４０年　９月　１日 平岡　喜八 44 〃　　９年　９月１１日 平岩　求 44 〃　　９年　９月１１日 大脇　久男 76 76

13 〃　４１年　９月２９日 渡辺　諌司 13 〃　４１年　９月２９日 加藤　英治 45 〃　１０年　９月１４日 横田　文夫 45 〃　１０年　９月１４日 平岡　久茂 77 77

14 〃　４２年　５月１８日 林　 一郎 14 〃　４２年　９月２９日 佐伯　幸雄 46 〃　１１年　９月　１日 横田　文夫 46 〃　１１年　９月　１日 桜井　一二 78 78

15 〃　４２年　９月　１日 加藤　英治 15 〃　４３年　９月１６日 平岩　光秀 47 〃　１２年　３月２２日 桜井　一二 47 〃　１２年　３月２２日 渡辺　芳孝 79 79

16 〃　４３年　９月１７日 遠藤　稔 16 〃　４５年１０月２６日 加藤　英治 48 〃　１２年　９月１２日 渡辺　芳孝 48 〃　１２年　９月１２日 山口　武重 80 80

17 〃　４６年　９月　８日 有本　九十九 17 〃　４６年　９月　８日 中西　鉞郎 49 〃　１３年　９月１１日 大脇　久男 49 〃　１３年　９月１１日 日下部　明伸 81 81

18 〃　４８年　５月３０日 遠藤　稔 18 〃　４７年　９月１４日 高井　信孝 50 〃　１４年　９月１０日 日下部　明伸 50 〃　１４年　９月１０日 牧田　富朗 82 82

19 〃　４９年　９月１０日 渡辺　諌司 19 〃　４８年　９月１０日 交告　米一 51 〃　１５年　９月　１日 日下部　明伸 51 〃　１５年　９月　１日 中西　修 83 83

20 〃　５０年　９月　５日 渡辺　諌司 20 〃　５０年　９月　５日 中西　鉞郎 52 〃　１６年　９月１０日 中西　修 52 〃　１６年　９月１０日 桜井　真茂 84 84

21 〃　５１年１２月　６日 中西　鉞郎 21 〃　５１年１２月　６日 高井　信孝 53 〃　１７年　９月　７日 牧田　富朗 53 〃　１７年　９月　７日 安田　昌次 85 85

22 〃　５２年　９月２１日 横田　良房 22 〃　５２年　９月２１日 佐伯　泉 54 〃　１８年　９月　６日 安田　昌次 54 〃　１８年　９月　６日 櫻井　常雄 86 86

23 〃　５３年　９月２６日 遠藤　稔 23 〃　５３年　９月２６日 佐伯　春雄 55 〃　１９年　９月　４日 日下部　明伸 55 〃　１９年　９月　４日 石井　幸太郎 87 87

24 〃　５４年　９月　３日 遠藤　稔 24 〃　５４年　９月　３日 佐伯　泉 56 〃　２０年　９月　９日 日下部　明伸 56 〃　２０年　９月　９日 石井　幸太郎 88 88

25 〃　５５年　９月２４日 遠藤　稔 25 〃　５５年　９月２４日 佐伯　春雄 57 〃　２１年　９月　７日 日下部　明伸 57 〃　２１年　９月　７日 高木　律夫 89 89

26 〃　５６年　５月２９日 佐伯　春雄 26 〃　５６年　５月２９日 大谷　行雄 58 〃　２２年　９月　７日 高木　律夫 58 〃　２２年　９月　７日 桜井　真茂 90 90

27 〃　５６年　９月２１日 佐伯　泉 27 〃　５７年　９月２１日 大谷　行雄 59 〃　２３年　９月　1日 日下部　明伸 59 〃　２３年　９月　1日 佐伯　和昭 91 91

28 〃　５７年　９月２１日 佐伯　泉 28 〃　５８年　１月１８日 桜井　道夫 60 〃　２４年　９月１２日 佐伯　和昭 60 〃　２４年　９月１２日 長尾　諭 92 92

29 昭和５８年　１月１８日 日下部　信夫 29 昭和５８年　９月　６日 木下　瀞 61 〃　２５年　９月　３日 矢田　宗雄 61 〃　２５年　９月　３日 桜井　真茂 93 93

30 〃　５８年　９月　６日 高井　信孝 30 〃　５９年　９月１７日 若井　静香 62 〃　２６年　９月１０日 桜井　真茂 62 〃　２６年　９月１０日 高木　律夫 94 94

31 〃　５９年　９月１７日 高井　信孝 31 〃　６０年　９月１８日 馬場　亨 63 〃　２７年　９月　１日 桜井　真茂 63 〃　２７年　９月　１日 佐伯　雄幸 95 95

32 〃　６０年　９月１８日 日下部　信夫 32 〃　６１年　３月１０日 井戸　徳 64 〃　２８年　９月　６日 佐伯　雄幸 64 〃　２８年　９月　６日 平岡　正男 96 96
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