
LOM認証番号一覧

法人格 LOM名 JC正式名称 ﾖﾐ LOM認証番号 都道府県
一般社団法人 旭川 一般社団法人 旭川青年会議所 ｱｻﾋｶﾜ 0007 北海道
一般社団法人 稚内 一般社団法人 稚内青年会議所 ﾜｯｶﾅｲ 0073 北海道
一般社団法人 深川 一般社団法人 深川青年会議所 ﾌｶｶﾞﾜ 0074 北海道
一般社団法人 富良野 一般社団法人 富良野青年会議所 ﾌﾗﾉ 0081 北海道
一般社団法人 名寄 一般社団法人 名寄青年会議所 ﾅﾖﾛ 0082 北海道
一般社団法人 紋別 一般社団法人 紋別青年会議所 ﾓﾝﾍﾞﾂ 0084 北海道
一般社団法人 留萌 一般社団法人 留萌青年会議所 ﾙﾓｲ 0098 北海道
一般社団法人 士別 一般社団法人 士別青年会議所 ｼﾍﾞﾂ 0117 北海道

羽幌  羽幌青年会議所 ﾊﾎﾞﾛ 0421 北海道
一般社団法人 札幌 一般社団法人 札幌青年会議所 ｻｯﾎﾟﾛ 0018 北海道
一般社団法人 芦別 一般社団法人 芦別青年会議所 ｱｼﾍﾞﾂ 0065 北海道
一般社団法人 岩見沢 一般社団法人 岩見沢青年会議所 ｲﾜﾐｻﾞﾜ 0105 北海道
一般社団法人 赤平 一般社団法人 赤平青年会議所 ｱｶﾋﾞﾗ 0142 北海道
一般社団法人 滝川 一般社団法人 滝川青年会議所 ﾀｷｶﾜ 0181 北海道
一般社団法人 砂川 一般社団法人 砂川青年会議所 ｽﾅｶﾞﾜ 0203 北海道
一般社団法人 美唄 一般社団法人 美唄青年会議所 ﾋﾞﾊﾞｲ 0246 北海道
一般社団法人 千歳 一般社団法人 千歳青年会議所 ﾁﾄｾ 0272 北海道

夕張  夕張青年会議所 ﾕｳﾊﾞﾘ 0411 北海道
一般社団法人 栗山 一般社団法人 栗山青年会議所 ｸﾘﾔﾏ 0413 北海道
一般社団法人 恵庭 一般社団法人 恵庭青年会議所 ｴﾆﾜ 0461 北海道
一般社団法人 江別 一般社団法人 江別青年会議所 ｴﾍﾞﾂ 0465 北海道

北広島  北広島青年会議所 ｷﾀﾋﾛｼﾏ 0649 北海道
一般社団法人 当別 一般社団法人 当別青年会議所 ﾄｳﾍﾞﾂ 0668 北海道

石狩  石狩青年会議所 ｲｼｶﾘ 0715 北海道
一般社団法人 網走 一般社団法人 網走青年会議所 ｱﾊﾞｼﾘ 0028 北海道
公益社団法人 北見 公益社団法人 北見青年会議所 ｷﾀﾐ 0044 北海道
一般社団法人 釧路 一般社団法人 釧路青年会議所 ｸｼﾛ 0045 北海道
一般社団法人 斜里 一般社団法人 斜里青年会議所 ｼｬﾘ 0075 北海道

遠軽  遠軽青年会議所 ｴﾝｶﾞﾙ 0094 北海道
一般社団法人 帯広 一般社団法人 帯広青年会議所 ｵﾋﾞﾋﾛ 0153 北海道
一般社団法人 根室 一般社団法人 根室青年会議所 ﾈﾑﾛ 0216 北海道
一般社団法人 中標津 一般社団法人 中標津青年会議所 ﾅｶｼﾍﾞﾂ 0600 北海道
一般社団法人 函館 一般社団法人 函館青年会議所 ﾊｺﾀﾞﾃ 0004 北海道
一般社団法人 苫小牧 一般社団法人 苫小牧青年会議所 ﾄﾏｺﾏｲ 0059 北海道
一般社団法人 小樽 一般社団法人 小樽青年会議所 ｵﾀﾙ 0069 北海道

余市  余市青年会議所 ﾖｲﾁ 0177 北海道
倶知安  倶知安青年会議所 ｸｯﾁｬﾝ 0192 北海道
岩内  岩内青年会議所 ｲﾜﾅｲ 0245 北海道

一般社団法人 森 一般社団法人 森青年会議所 ﾓﾘ 0304 北海道
一般社団法人 伊達 一般社団法人 伊達青年会議所 ﾀﾞﾃ 0403 北海道

八雲  八雲青年会議所 ﾔｸﾓ 0530 北海道
浦河  浦河青年会議所 ｳﾗｶﾜ 0560 北海道

一般社団法人 白老 一般社団法人 白老青年会議所 ｼﾗｵｲ 0651 北海道
一般社団法人 登別室蘭 一般社団法人 登別室蘭青年会議所 ﾉﾎﾞﾘﾍﾞﾂﾑﾛﾗﾝ 0779 北海道
公益社団法人 青森 公益社団法人 青森青年会議所 ｱｵﾓﾘ 0015 青森県
公益社団法人 十和田 公益社団法人 十和田青年会議所 ﾄﾜﾀﾞ 0109 青森県
公益社団法人 弘前 公益社団法人 弘前青年会議所 ﾋﾛｻｷ 0127 青森県
公益社団法人 黒石 公益社団法人 黒石青年会議所 ｸﾛｲｼ 0161 青森県
公益社団法人 八戸 公益社団法人 八戸青年会議所 ﾊﾁﾉﾍ 0163 青森県
一般社団法人 むつ 一般社団法人 むつ青年会議所 ﾑﾂ 0219 青森県
公益社団法人 五所川原 公益社団法人 五所川原青年会議所 ｺﾞｼｮｶﾞﾜﾗ 0254 青森県
公益社団法人 三沢 公益社団法人 三沢青年会議所 ﾐｻﾜ 0262 青森県
一般社団法人 能代 一般社団法人 能代青年会議所 ﾉｼﾛ 0023 秋田県
一般社団法人 秋田 一般社団法人 秋田青年会議所 ｱｷﾀ 0032 秋田県
一般社団法人 大館 一般社団法人 大館青年会議所 ｵｵﾀﾞﾃ 0162 秋田県
一般社団法人 湯沢 一般社団法人 湯沢青年会議所 ﾕｻﾞﾜ 0416 秋田県
公益社団法人 由利本荘 公益社団法人 由利本荘青年会議所 ﾕﾘﾎﾝｼﾞｮｳ 0494 秋田県
一般社団法人 大曲 一般社団法人 大曲青年会議所 ｵｵﾏｶﾞﾘ 0531 秋田県
一般社団法人 横手 一般社団法人 横手青年会議所 ﾖｺﾃ 0691 秋田県
一般社団法人 鹿角 一般社団法人 鹿角青年会議所 ｶﾂﾞﾉ 0726 秋田県
一般社団法人 盛岡 一般社団法人 盛岡青年会議所 ﾓﾘｵｶ 0038 岩手県
一般社団法人 一関 一般社団法人 一関青年会議所 ｲﾁﾉｾｷ 0078 岩手県
公益社団法人 花巻 公益社団法人 花巻青年会議所 ﾊﾅﾏｷ 0128 岩手県
一般社団法人 水沢 一般社団法人 水沢青年会議所 ﾐｽﾞｻﾜ 0229 岩手県
公益社団法人 北上 公益社団法人 北上青年会議所 ｷﾀｶﾐ 0253 岩手県
公益社団法人 久慈 公益社団法人 久慈青年会議所 ｸｼﾞ 0368 岩手県
一般社団法人 大船渡 一般社団法人 大船渡青年会議所 ｵｵﾌﾅﾄ 0419 岩手県
一般社団法人 カシオペア 一般社団法人 カシオペア青年会議所 ｶｼｵﾍﾟｱ 0434 岩手県
一般社団法人 釜石 一般社団法人 釜石青年会議所 ｶﾏｲｼ 0442 岩手県
公益社団法人 江刺 公益社団法人 江刺青年会議所 ｴｻｼ 0453 岩手県
一般社団法人 遠野 一般社団法人 遠野青年会議所 ﾄｵﾉ 0480 岩手県
一般社団法人 陸中宮古 一般社団法人 陸中宮古青年会議所 ﾘｸﾁｭｳﾐﾔｺ 0520 岩手県
一般社団法人 陸前高田 一般社団法人 陸前高田青年会議所 ﾘｸｾﾞﾝﾀｶﾀﾞ 0544 岩手県
公益社団法人 仙台 公益社団法人 仙台青年会議所 ｾﾝﾀﾞｲ 0011 宮城県
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一般社団法人 おおさき 一般社団法人 おおさき青年会議所 ｵｵｻｷ 0241 宮城県
一般社団法人 石巻 一般社団法人 石巻青年会議所 ｲｼﾉﾏｷ 0291 宮城県
一般社団法人 気仙沼 一般社団法人 気仙沼青年会議所 ｹｾﾝﾇﾏ 0423 宮城県
公益社団法人 とめ 公益社団法人 とめ青年会議所 ﾄﾒ 0451 宮城県
一般社団法人 栗原 一般社団法人 栗原青年会議所 ｸﾘﾊﾗ 0469 宮城県
公益社団法人 白石 公益社団法人 白石青年会議所 ｼﾛｲｼ 0506 宮城県
一般社団法人 泉 一般社団法人 泉青年会議所 ｲｽﾞﾐ 0568 宮城県
公益社団法人 塩釜 公益社団法人 塩釜青年会議所 ｼｵｶﾞﾏ 0594 宮城県
一般社団法人 あぶくま 一般社団法人 あぶくま青年会議所 ｱﾌﾞｸﾏ 0615 宮城県
一般社団法人 さくら 一般社団法人 さくら青年会議所 ｻｸﾗ 0712 宮城県
公益社団法人 山形 公益社団法人 山形青年会議所 ﾔﾏｶﾞﾀ 0072 山形県
公益社団法人 米沢 公益社団法人 米沢青年会議所 ﾖﾈｻﾞﾜ 0214 山形県
公益社団法人 新庄 公益社団法人 新庄青年会議所 ｼﾝｼﾞｮｳ 0299 山形県
公益社団法人 長井 公益社団法人 長井青年会議所 ﾅｶﾞｲ 0317 山形県
一般社団法人 酒田 一般社団法人 酒田青年会議所 ｻｶﾀ 0342 山形県
公益社団法人 鶴岡 公益社団法人 鶴岡青年会議所 ﾂﾙｵｶ 0343 山形県
一般社団法人 南陽 一般社団法人 南陽青年会議所 ﾅﾝﾖｳ 0352 山形県
公益社団法人 寒河江 公益社団法人 寒河江青年会議所 ｻｶﾞｴ 0364 山形県
公益社団法人 天童 公益社団法人 天童青年会議所 ﾃﾝﾄﾞｳ 0466 山形県
一般社団法人 山辺 一般社団法人 山辺青年会議所 ﾔﾏﾉﾍﾞ 0592 山形県
公益社団法人 上山 公益社団法人 上山青年会議所 ｶﾐﾉﾔﾏ 0616 山形県
公益社団法人 村山 公益社団法人 村山青年会議所 ﾑﾗﾔﾏ 0624 山形県
一般社団法人 東根 一般社団法人 東根青年会議所 ﾋｶﾞｼﾈ 0626 山形県

河北  河北青年会議所 ｶﾎｸ 0630 山形県
一般社団法人 高畠 一般社団法人 高畠青年会議所 ﾀｶﾊﾀ 0650 山形県
一般社団法人 尾花沢 一般社団法人 尾花沢青年会議所 ｵﾊﾞﾅｻﾞﾜ 0669 山形県
公益社団法人 会津 公益社団法人 会津青年会議所 ｱｲﾂﾞ 0024 福島県
公益社団法人 白河 公益社団法人 白河青年会議所 ｼﾗｶﾜ 0166 福島県
公益社団法人 郡山 公益社団法人 郡山青年会議所 ｺｵﾘﾔﾏ 0197 福島県
公益社団法人 福島 公益社団法人 福島青年会議所 ﾌｸｼﾏ 0247 福島県
公益社団法人 須賀川 公益社団法人 須賀川青年会議所 ｽｶｶﾞﾜ 0289 福島県
一般社団法人 相馬 一般社団法人 相馬青年会議所 ｿｳﾏ 0441 福島県
一般社団法人 原町 一般社団法人 原町青年会議所 ﾊﾗﾏﾁ 0450 福島県
公益社団法人 二本松 公益社団法人 二本松青年会議所 ﾆﾎﾝﾏﾂ 0556 福島県
一般社団法人 会津喜多方 一般社団法人 会津喜多方青年会議所 ｱｲﾂﾞｷﾀｶﾀ 0582 福島県
一般社団法人 会津坂下 一般社団法人 会津坂下青年会議所 ｱｲﾂﾞﾊﾞﾝｹﾞ 0632 福島県
一般社団法人 猪苗代 一般社団法人 猪苗代青年会議所 ｲﾅﾜｼﾛ 0647 福島県
一般社団法人 浪江 一般社団法人 浪江青年会議所 ﾅﾐｴ 0662 福島県
一般社団法人 東白川 一般社団法人 東白川青年会議所 ﾋｶﾞｼｼﾗｶﾜ 0677 福島県
公益社団法人 だて 公益社団法人 だて青年会議所 ﾀﾞﾃ 0681 福島県
一般社団法人 いわき石川 一般社団法人 いわき石川青年会議所 ｲﾜｷｲｼｶﾜ 0689 福島県
一般社団法人 田村 一般社団法人 田村青年会議所 ﾀﾑﾗ 0705 福島県

南双葉  南双葉青年会議所 ﾐﾅﾐﾌﾀﾊﾞ 0737 福島県
一般社団法人 もとみや 一般社団法人 もとみや青年会議所 ﾓﾄﾐﾔ 0745 福島県
公益社団法人 いわき 公益社団法人 いわき青年会議所 ｲﾜｷ 0780 福島県
一般社団法人 足利 一般社団法人 足利青年会議所 ｱｼｶｶﾞ 0138 栃木県
一般社団法人 栃木 一般社団法人 栃木青年会議所 ﾄﾁｷﾞ 0149 栃木県
一般社団法人 佐野 一般社団法人 佐野青年会議所 ｻﾉ 0313 栃木県
一般社団法人 鹿沼 一般社団法人 鹿沼青年会議所 ｶﾇﾏ 0349 栃木県
公益社団法人 宇都宮 公益社団法人 宇都宮青年会議所 ｳﾂﾉﾐﾔ 0356 栃木県
一般社団法人 真岡 一般社団法人 真岡青年会議所 ﾓｵｶ 0425 栃木県
一般社団法人 小山 一般社団法人 小山青年会議所 ｵﾔﾏ 0427 栃木県
一般社団法人 那須野ヶ原 一般社団法人 那須野ヶ原青年会議所 ﾅｽﾉｶﾞﾊﾗ 0535 栃木県
一般社団法人 たかはらさくら 一般社団法人 たかはらさくら青年会議所 ﾀｶﾊﾗｻｸﾗ 0550 栃木県
一般社団法人 黒磯那須 一般社団法人 黒磯那須青年会議所 ｸﾛｲｿﾅｽ 0558 栃木県
一般社団法人 日光 一般社団法人 日光青年会議所 ﾆｯｺｳ 0785 栃木県
公益社団法人 水戸 公益社団法人 水戸青年会議所 ﾐﾄ 0050 茨城県
一般社団法人 土浦 一般社団法人 土浦青年会議所 ﾂﾁｳﾗ 0141 茨城県
一般社団法人 笠間 一般社団法人 笠間青年会議所 ｶｻﾏ 0306 茨城県
一般社団法人 日立 一般社団法人 日立青年会議所 ﾋﾀﾁ 0340 茨城県
一般社団法人 高萩 一般社団法人 高萩青年会議所 ﾀｶﾊｷﾞ 0409 茨城県
一般社団法人 北茨城 一般社団法人 北茨城青年会議所 ｷﾀｲﾊﾞﾗｷ 0457 茨城県
一般社団法人 常陸太田 一般社団法人 常陸太田青年会議所 ﾋﾀﾁｵｵﾀ 0495 茨城県
一般社団法人 竜ケ崎 一般社団法人 竜ケ崎青年会議所 ﾘｭｳｶﾞｻｷ 0523 茨城県
一般社団法人 石岡 一般社団法人 石岡青年会議所 ｲｼｵｶ 0588 茨城県
一般社団法人 茨城南 一般社団法人 茨城南青年会議所 ｲﾊﾞﾗｷﾐﾅﾐ 0607 茨城県
公益社団法人 下館 公益社団法人 下館青年会議所 ｼﾓﾀﾞﾃ 0654 茨城県
一般社団法人 下妻 一般社団法人 下妻青年会議所 ｼﾓﾂﾏ 0656 茨城県
一般社団法人 古河 一般社団法人 古河青年会議所 ｺｶﾞ 0658 茨城県
一般社団法人 結城 一般社団法人 結城青年会議所 ﾕｳｷ 0673 茨城県
一般社団法人 常総 一般社団法人 常総青年会議所 ｼﾞｮｳﾖｳ 0684 茨城県
一般社団法人 潮来 一般社団法人 潮来青年会議所 ｲﾀｺ 0688 茨城県
一般社団法人 境 一般社団法人 境青年会議所 ｻｶｲ 0706 茨城県
一般社団法人 つくば 一般社団法人 つくば青年会議所 ﾂｸﾊﾞ 0708 茨城県
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一般社団法人 坂東 一般社団法人 坂東青年会議所 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ 0720 茨城県
一般社団法人 牛久 一般社団法人 牛久青年会議所 ｳｼｸ 0744 茨城県
一般社団法人 鉾田 一般社団法人 鉾田青年会議所 ﾎｺﾀ 0759 茨城県
一般社団法人 ひたちなか 一般社団法人 ひたちなか青年会議所 ﾋﾀﾁﾅｶ 0763 茨城県
公益社団法人 かしま 公益社団法人 かしま青年会議所 ｶｼﾏ 0771 茨城県
公益社団法人 前橋 公益社団法人 前橋青年会議所 ﾏｴﾊﾞｼ 0003 群馬県
公益社団法人 高崎 公益社団法人 高崎青年会議所 ﾀｶｻｷ 0033 群馬県
公益社団法人 桐生 公益社団法人 桐生青年会議所 ｷﾘｭｳ 0108 群馬県
公益社団法人 伊勢崎 公益社団法人 伊勢崎青年会議所 ｲｾｻｷ 0257 群馬県
公益社団法人 館林 公益社団法人 館林青年会議所 ﾀﾃﾊﾞﾔｼ 0258 群馬県
一般社団法人 富岡 一般社団法人 富岡青年会議所 ﾄﾐｵｶ 0267 群馬県
公益社団法人 太田 公益社団法人 太田青年会議所 ｵｵﾀ 0295 群馬県
一般社団法人 藤岡 一般社団法人 藤岡青年会議所 ﾌｼﾞｵｶ 0357 群馬県
一般社団法人 渋川 一般社団法人 渋川青年会議所 ｼﾌﾞｶﾜ 0372 群馬県
一般社団法人 沼田 一般社団法人 沼田青年会議所 ﾇﾏﾀ 0509 群馬県
公益社団法人 安中 公益社団法人 安中青年会議所 ｱﾝﾅｶ 0538 群馬県
一般社団法人 おおらか 一般社団法人 おおらか青年会議所 ｵｵﾗｶ 0676 群馬県
公益社団法人 熊谷 公益社団法人 熊谷青年会議所 ｸﾏｶﾞﾔ 0140 埼玉県
公益社団法人 川越 公益社団法人 川越青年会議所 ｶﾜｺﾞｴ 0215 埼玉県
公益社団法人 行田 公益社団法人 行田青年会議所 ｷﾞｮｳﾀﾞ 0230 埼玉県
公益社団法人 秩父 公益社団法人 秩父青年会議所 ﾁﾁﾌﾞ 0238 埼玉県
公益社団法人 所沢 公益社団法人 所沢青年会議所 ﾄｺﾛｻﾞﾜ 0266 埼玉県
一般社団法人 深谷 一般社団法人 深谷青年会議所 ﾌｶﾔ 0284 埼玉県
公益社団法人 川口 公益社団法人 川口青年会議所 ｶﾜｸﾞﾁ 0290 埼玉県
公益社団法人 春日部 公益社団法人 春日部青年会議所 ｶｽｶﾍﾞ 0309 埼玉県
公益社団法人 草加 公益社団法人 草加青年会議所 ｿｳｶ 0395 埼玉県
公益社団法人 こだま 公益社団法人 こだま青年会議所 ｺﾀﾞﾏ 0415 埼玉県
一般社団法人 朝霞 一般社団法人 朝霞青年会議所 ｱｻｶ 0524 埼玉県
一般社団法人 桶川 一般社団法人 桶川青年会議所 ｵｹｶﾞﾜ 0542 埼玉県
公益社団法人 飯能 公益社団法人 飯能青年会議所 ﾊﾝﾉｳ 0548 埼玉県
一般社団法人 越谷 一般社団法人 越谷青年会議所 ｺｼｶﾞﾔ 0564 埼玉県
一般社団法人 加須 一般社団法人 加須青年会議所 ｶｿﾞ 0575 埼玉県
一般社団法人 鴻巣北本 一般社団法人 鴻巣北本青年会議所 ｺｳﾉｽｷﾀﾓﾄ 0596 埼玉県
一般社団法人 入間 一般社団法人 入間青年会議所 ｲﾙﾏ 0619 埼玉県
一般社団法人 八潮 一般社団法人 八潮青年会議所 ﾔｼｵ 0640 埼玉県
一般社団法人 久喜 一般社団法人 久喜青年会議所 ｸｷ 0644 埼玉県

吉川  吉川青年会議所 ﾖｼｶﾜ 0648 埼玉県
一般社団法人 三郷 一般社団法人 三郷青年会議所 ﾐｻﾄ 0657 埼玉県
一般社団法人 羽生 一般社団法人 羽生青年会議所 ﾊﾆｭｳ 0674 埼玉県
公益社団法人 狭山 公益社団法人 狭山青年会議所 ｻﾔﾏ 0686 埼玉県
公益社団法人 比企 公益社団法人 比企青年会議所 ﾋｷ 0693 埼玉県
公益社団法人 西入間 公益社団法人 西入間青年会議所 ﾆｼｲﾙﾏ 0699 埼玉県
一般社団法人 東入間 一般社団法人 東入間青年会議所 ﾋｶﾞｼｲﾙﾏ 0718 埼玉県
一般社団法人 幸手 一般社団法人 幸手青年会議所 ｻｯﾃ 0728 埼玉県
一般社団法人 蓮田 一般社団法人 蓮田青年会議所 ﾊｽﾀﾞ 0741 埼玉県
公益社団法人 埼玉中央 公益社団法人 埼玉中央青年会議所 ｻｲﾀﾏﾁｭｳｵｳ 0766 埼玉県
一般社団法人 とだわらび 一般社団法人 とだわらび青年会議所 ﾄﾀﾞﾜﾗﾋﾞ 0772 埼玉県
一般社団法人 茂原 一般社団法人 茂原青年会議所 ﾓﾊﾞﾗ 0159 千葉県
公益社団法人 千葉 公益社団法人 千葉青年会議所 ﾁﾊﾞ 0195 千葉県
一般社団法人 銚子 一般社団法人 銚子青年会議所 ﾁｮｳｼ 0285 千葉県
一般社団法人 かずさ 一般社団法人 かずさ青年会議所 ｶｽﾞｻ 0311 千葉県
一般社団法人 勝浦いすみ 一般社団法人 勝浦いすみ青年会議所 ｶﾂｳﾗｲｽﾐ 0322 千葉県
一般社団法人 市川 一般社団法人 市川青年会議所 ｲﾁｶﾜ 0334 千葉県
一般社団法人 旭 一般社団法人 旭青年会議所 ｱｻﾋ 0359 千葉県
公益社団法人 松戸 公益社団法人 松戸青年会議所 ﾏﾂﾄﾞ 0381 千葉県
一般社団法人 佐原 一般社団法人 佐原青年会議所 ｻﾜﾗ 0401 千葉県
一般社団法人 鴨川 一般社団法人 鴨川青年会議所 ｶﾓｶﾞﾜ 0407 千葉県
一般社団法人 八日市場 一般社団法人 八日市場青年会議所 ﾖｳｶｲﾁﾊﾞ 0414 千葉県
一般社団法人 館山 一般社団法人 館山青年会議所 ﾀﾃﾔﾏ 0428 千葉県
公益社団法人 船橋 公益社団法人 船橋青年会議所 ﾌﾅﾊﾞｼ 0456 千葉県
一般社団法人 東金 一般社団法人 東金青年会議所 ﾄｳｶﾞﾈ 0459 千葉県
公益社団法人 柏 公益社団法人 柏青年会議所 ｶｼﾜ 0467 千葉県
一般社団法人 八千代 一般社団法人 八千代青年会議所 ﾔﾁﾖ 0488 千葉県
一般社団法人 成田 一般社団法人 成田青年会議所 ﾅﾘﾀ 0500 千葉県
公益社団法人 野田 公益社団法人 野田青年会議所 ﾉﾀﾞ 0539 千葉県
公益社団法人 習志野 公益社団法人 習志野青年会議所 ﾅﾗｼﾉ 0553 千葉県
公益社団法人 佐倉 公益社団法人 佐倉青年会議所 ｻｸﾗ 0604 千葉県
一般社団法人 鎌ケ谷 一般社団法人 鎌ケ谷青年会議所 ｶﾏｶﾞﾔ 0614 千葉県
一般社団法人 市原 一般社団法人 市原青年会議所 ｲﾁﾊﾗ 0621 千葉県
公益社団法人 浦安 公益社団法人 浦安青年会議所 ｳﾗﾔｽ 0690 千葉県
一般社団法人 流山 一般社団法人 流山青年会議所 ﾅｶﾞﾚﾔﾏ 0704 千葉県
一般社団法人 我孫子 一般社団法人 我孫子青年会議所 ｱﾋﾞｺ 0732 千葉県
公益社団法人 東京 公益社団法人 東京青年会議所 ﾄｳｷｮｳ 0001 東京都
公益社団法人 立川 公益社団法人 立川青年会議所 ﾀﾁｶﾜ 0300 東京都
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一般社団法人 八王子 一般社団法人 八王子青年会議所 ﾊﾁｵｳｼﾞ 0330 東京都
一般社団法人 青梅 一般社団法人 青梅青年会議所 ｵｳﾒ 0370 東京都
一般社団法人 町田 一般社団法人 町田青年会議所 ﾏﾁﾀﾞ 0373 東京都

三鷹  三鷹青年会議所 ﾐﾀｶ 0430 東京都
公益社団法人 むさし府中 公益社団法人 むさし府中青年会議所 ﾑｻｼﾌﾁｭｳ 0440 東京都
公益社団法人 調布 公益社団法人 調布青年会議所 ﾁｮｳﾌ 0444 東京都
一般社団法人 国分寺 一般社団法人 国分寺青年会議所 ｺｸﾌﾞﾝｼﾞ 0505 東京都
一般社団法人 武蔵野 一般社団法人 武蔵野青年会議所 ﾑｻｼﾉ 0510 東京都
一般社団法人 日野 一般社団法人 日野青年会議所 ﾋﾉ 0526 東京都

東村山  東村山青年会議所 ﾋｶﾞｼﾑﾗﾔﾏ 0543 東京都
小金井  小金井青年会議所 ｺｶﾞﾈｲ 0557 東京都
多摩  多摩青年会議所 ﾀﾏ 0566 東京都
稲城  稲城青年会議所 ｲﾅｷﾞ 0597 東京都
福生  福生青年会議所 ﾌｯｻ 0645 東京都
狛江  狛江青年会議所 ｺﾏｴ 0675 東京都
清瀬  清瀬青年会議所 ｷﾖｾ 0680 東京都

一般社団法人 小平 一般社団法人 小平青年会議所 ｺﾀﾞｲﾗ 0725 東京都
昭島  昭島青年会議所 ｱｷｼﾏ 0736 東京都
東大和  東大和青年会議所 ﾋｶﾞｼﾔﾏﾄ 0747 東京都
あきる野  あきる野青年会議所 ｱｷﾙﾉ 0767 東京都
西東京  西東京青年会議所 ﾆｼﾄｳｷｮｳ 0774 東京都
東久留米  東久留米青年会議所 ﾋｶﾞｼｸﾙﾒ 0776 東京都

一般社団法人 甲府 一般社団法人 甲府青年会議所 ｺｳﾌ 0013 山梨県
公益社団法人 富士五湖 公益社団法人 富士五湖青年会議所 ﾌｼﾞｺﾞｺ 0190 山梨県
一般社団法人 都留 一般社団法人 都留青年会議所 ﾂﾙ 0374 山梨県
一般社団法人 韮崎北杜 一般社団法人 韮崎北杜青年会議所 ﾆﾗｻｷﾎｸﾄ 0462 山梨県
一般社団法人 大月 一般社団法人 大月青年会議所 ｵｵﾂｷ 0463 山梨県
一般社団法人 山梨 一般社団法人 山梨青年会議所 ﾔﾏﾅｼ 0551 山梨県
一般社団法人 甲州 一般社団法人 甲州青年会議所 ｺｳｼｭｳ 0565 山梨県
一般社団法人 南アルプス 一般社団法人 南アルプス青年会議所 ﾐﾅﾐｱﾙﾌﾟｽ 0618 山梨県
一般社団法人 笛吹 一般社団法人 笛吹青年会議所 ﾌｴﾌｷ 0665 山梨県
一般社団法人 峡南 一般社団法人 峡南青年会議所 ｷｮｳﾅﾝ 0711 山梨県

上野原  上野原青年会議所 ｳｴﾉﾊﾗ 0746 山梨県
一般社団法人 横浜 一般社団法人 横浜青年会議所 ﾖｺﾊﾏ 0014 神奈川県
一般社団法人 川崎 一般社団法人 川崎青年会議所 ｶﾜｻｷ 0022 神奈川県
公益社団法人 横須賀 公益社団法人 横須賀青年会議所 ﾖｺｽｶ 0030 神奈川県
公益社団法人 小田原 公益社団法人 小田原青年会議所 ｵﾀﾞﾜﾗ 0139 神奈川県
公益社団法人 平塚 公益社団法人 平塚青年会議所 ﾋﾗﾂｶ 0164 神奈川県
公益社団法人 三浦 公益社団法人 三浦青年会議所 ﾐｳﾗ 0231 神奈川県
公益社団法人 秦野 公益社団法人 秦野青年会議所 ﾊﾀﾞﾉ 0233 神奈川県
一般社団法人 逗子葉山 一般社団法人 逗子葉山青年会議所 ｽﾞｼﾊﾔﾏ 0264 神奈川県
公益社団法人 鎌倉 公益社団法人 鎌倉青年会議所 ｶﾏｸﾗ 0305 神奈川県
公益社団法人 相模原 公益社団法人 相模原青年会議所 ｻｶﾞﾐﾊﾗ 0316 神奈川県
一般社団法人 藤沢 一般社団法人 藤沢青年会議所 ﾌｼﾞｻﾜ 0335 神奈川県
公益社団法人 茅ケ崎 公益社団法人 茅ケ崎青年会議所 ﾁｶﾞｻｷ 0404 神奈川県
公益社団法人 厚木 公益社団法人 厚木青年会議所 ｱﾂｷﾞ 0417 神奈川県
一般社団法人 寒川 一般社団法人 寒川青年会議所 ｻﾑｶﾜ 0563 神奈川県

伊勢原  伊勢原青年会議所 ｲｾﾊﾗ 0646 神奈川県
一般社団法人 大和 一般社団法人 大和青年会議所 ﾔﾏﾄ 0652 神奈川県
一般社団法人 座間 一般社団法人 座間青年会議所 ｻﾞﾏ 0660 神奈川県
一般社団法人 綾瀬 一般社団法人 綾瀬青年会議所 ｱﾔｾ 0667 神奈川県
公益社団法人 海老名 公益社団法人 海老名青年会議所 ｴﾋﾞﾅ 0682 神奈川県
公益社団法人 津久井 公益社団法人 津久井青年会議所 ﾂｸｲ 0703 神奈川県
一般社団法人 あしがら 一般社団法人 あしがら青年会議所 ｱｼｶﾞﾗ 0729 神奈川県
公益社団法人 浜松 公益社団法人 浜松青年会議所 ﾊﾏﾏﾂ 0010 静岡県
一般社団法人 沼津 一般社団法人 沼津青年会議所 ﾇﾏﾂﾞ 0056 静岡県
一般社団法人 熱海 一般社団法人 熱海青年会議所 ｱﾀﾐ 0089 静岡県
一般社団法人 伊東 一般社団法人 伊東青年会議所 ｲﾄｳ 0104 静岡県
一般社団法人 富士 一般社団法人 富士青年会議所 ﾌｼﾞ 0148 静岡県
一般社団法人 御殿場 一般社団法人 御殿場青年会議所 ｺﾞﾃﾝﾊﾞ 0211 静岡県
公益社団法人 三島 公益社団法人 三島青年会議所 ﾐｼﾏ 0217 静岡県
一般社団法人 磐田 一般社団法人 磐田青年会議所 ｲﾜﾀ 0276 静岡県
一般社団法人 藤枝 一般社団法人 藤枝青年会議所 ﾌｼﾞｴﾀﾞ 0287 静岡県
一般社団法人 島田 一般社団法人 島田青年会議所 ｼﾏﾀﾞ 0323 静岡県

掛川  掛川青年会議所 ｶｹｶﾞﾜ 0365 静岡県
公益社団法人 袋井 公益社団法人 袋井青年会議所 ﾌｸﾛｲ 0400 静岡県
一般社団法人 下田 一般社団法人 下田青年会議所 ｼﾓﾀﾞ 0435 静岡県
一般社団法人 焼津 一般社団法人 焼津青年会議所 ﾔｲﾂﾞ 0471 静岡県
一般社団法人 裾野 一般社団法人 裾野青年会議所 ｽｿﾉ 0474 静岡県
一般社団法人 富士宮 一般社団法人 富士宮青年会議所 ﾌｼﾞﾉﾐﾔ 0511 静岡県
一般社団法人 浜名湖 一般社団法人 浜名湖青年会議所 ﾊﾏﾅｺ 0586 静岡県
公益社団法人 浜北 公益社団法人 浜北青年会議所 ﾊﾏｷﾀ 0633 静岡県

榛南  榛南青年会議所 ﾊｲﾅﾝ 0730 静岡県
一般社団法人 静岡 一般社団法人 静岡青年会議所 ｼｽﾞｵｶ 0782 静岡県



LOM認証番号一覧

法人格 LOM名 JC正式名称 ﾖﾐ LOM認証番号 都道府県
公益社団法人 名古屋 公益社団法人 名古屋青年会議所 ﾅｺﾞﾔ 0006 愛知県
公益社団法人 一宮 公益社団法人 一宮青年会議所 ｲﾁﾉﾐﾔ 0008 愛知県
公益社団法人 豊橋 公益社団法人 豊橋青年会議所 ﾄﾖﾊｼ 0017 愛知県
一般社団法人 瀬戸 一般社団法人 瀬戸青年会議所 ｾﾄ 0061 愛知県
一般社団法人 蒲郡 一般社団法人 蒲郡青年会議所 ｶﾞﾏｺﾞｵﾘ 0112 愛知県
一般社団法人 西尾 一般社団法人 西尾青年会議所 ﾆｼｵ 0119 愛知県
一般社団法人 碧南 一般社団法人 碧南青年会議所 ﾍｷﾅﾝ 0120 愛知県
一般社団法人 豊川 一般社団法人 豊川青年会議所 ﾄﾖｶﾜ 0173 愛知県
一般社団法人 安城 一般社団法人 安城青年会議所 ｱﾝｼﾞｮｳ 0178 愛知県
一般社団法人 新城 一般社団法人 新城青年会議所 ｼﾝｼﾛ 0179 愛知県
一般社団法人 刈谷 一般社団法人 刈谷青年会議所 ｶﾘﾔ 0201 愛知県
一般社団法人 岡崎 一般社団法人 岡崎青年会議所 ｵｶｻﾞｷ 0202 愛知県
一般社団法人 豊田 一般社団法人 豊田青年会議所 ﾄﾖﾀ 0204 愛知県

常滑  常滑青年会議所 ﾄｺﾅﾒ 0213 愛知県
一般社団法人 海部津島 一般社団法人 海部津島青年会議所 ｱﾏﾂｼﾏ 0243 愛知県
公益社団法人 半田 公益社団法人 半田青年会議所 ﾊﾝﾀﾞ 0296 愛知県
一般社団法人 江南 一般社団法人 江南青年会議所 ｺｳﾅﾝ 0312 愛知県
公益社団法人 春日井 公益社団法人 春日井青年会議所 ｶｽｶﾞｲ 0408 愛知県
一般社団法人 東海 一般社団法人 東海青年会議所 ﾄｳｶｲ 0410 愛知県
一般社団法人 犬山 一般社団法人 犬山青年会議所 ｲﾇﾔﾏ 0437 愛知県
一般社団法人 知立 一般社団法人 知立青年会議所 ﾁﾘｭｳ 0464 愛知県
一般社団法人 田原 一般社団法人 田原青年会議所 ﾀﾊﾗ 0470 愛知県
一般社団法人 小牧 一般社団法人 小牧青年会議所 ｺﾏｷ 0501 愛知県
一般社団法人 稲沢 一般社団法人 稲沢青年会議所 ｲﾅｻﾞﾜ 0533 愛知県

知多  知多青年会議所 ﾁﾀ 0578 愛知県
一般社団法人 大府 一般社団法人 大府青年会議所 ｵｵﾌﾞ 0599 愛知県
一般社団法人 尾張旭 一般社団法人 尾張旭青年会議所 ｵﾜﾘｱｻﾋ 0605 愛知県

高浜  高浜青年会議所 ﾀｶﾊﾏ 0627 愛知県
岩倉  岩倉青年会議所 ｲﾜｸﾗ 0639 愛知県

一般社団法人 豊明 一般社団法人 豊明青年会議所 ﾄﾖｱｹ 0664 愛知県
一般社団法人 愛知中央 一般社団法人 愛知中央青年会議所 ｱｲﾁﾁｭｳｵｳ 0695 愛知県
一般社団法人 丹羽 一般社団法人 丹羽青年会議所 ﾆﾜ 0765 愛知県
一般社団法人 北名古屋 一般社団法人 北名古屋青年会議所 ｷﾀﾅｺﾞﾔ 0786 愛知県
公益社団法人 岐阜 公益社団法人 岐阜青年会議所 ｷﾞﾌ 0021 岐阜県
公益社団法人 大垣 公益社団法人 大垣青年会議所 ｵｵｶﾞｷ 0025 岐阜県
一般社団法人 中津川 一般社団法人 中津川青年会議所 ﾅｶﾂｶﾞﾜ 0076 岐阜県
一般社団法人 多治見 一般社団法人 多治見青年会議所 ﾀｼﾞﾐ 0077 岐阜県
公益社団法人 高山 公益社団法人 高山青年会議所 ﾀｶﾔﾏ 0096 岐阜県
一般社団法人 関 一般社団法人 関青年会議所 ｾｷ 0121 岐阜県
一般社団法人 恵那 一般社団法人 恵那青年会議所 ｴﾅ 0145 岐阜県
一般社団法人 下呂 一般社団法人 下呂青年会議所 ｹﾞﾛ 0212 岐阜県
一般社団法人 美濃 一般社団法人 美濃青年会議所 ﾐﾉ 0277 岐阜県
一般社団法人 土岐 一般社団法人 土岐青年会議所 ﾄｷ 0301 岐阜県
一般社団法人 瑞浪 一般社団法人 瑞浪青年会議所 ﾐｽﾞﾅﾐ 0310 岐阜県
一般社団法人 羽島 一般社団法人 羽島青年会議所 ﾊｼﾏ 0396 岐阜県
公益社団法人 各務原 公益社団法人 各務原青年会議所 ｶｶﾞﾐｶﾞﾊﾗ 0475 岐阜県
一般社団法人 美濃加茂 一般社団法人 美濃加茂青年会議所 ﾐﾉｶﾓ 0478 岐阜県
一般社団法人 飛騨古川 一般社団法人 飛騨古川青年会議所 ﾋﾀﾞﾌﾙｶﾜ 0492 岐阜県
一般社団法人 可児 一般社団法人 可児青年会議所 ｶﾆ 0601 岐阜県
一般社団法人 郡上 一般社団法人 郡上青年会議所 ｸﾞｼﾞｮｳ 0603 岐阜県
一般社団法人 桑名 一般社団法人 桑名青年会議所 ｸﾜﾅ 0034 三重県
公益社団法人 津 公益社団法人 津青年会議所 ﾂ 0040 三重県
公益社団法人 松阪 公益社団法人 松阪青年会議所 ﾏﾂｻｶ 0058 三重県
一般社団法人 四日市 一般社団法人 四日市青年会議所 ﾖｯｶｲﾁ 0070 三重県
一般社団法人 伊勢 一般社団法人 伊勢青年会議所 ｲｾ 0110 三重県
一般社団法人 伊賀 一般社団法人 伊賀青年会議所 ｲｶﾞ 0144 三重県
一般社団法人 亀山 一般社団法人 亀山青年会議所 ｶﾒﾔﾏ 0227 三重県
一般社団法人 名張 一般社団法人 名張青年会議所 ﾅﾊﾞﾘ 0234 三重県
一般社団法人 鈴鹿 一般社団法人 鈴鹿青年会議所 ｽｽﾞｶ 0382 三重県
一般社団法人 鳥羽 一般社団法人 鳥羽青年会議所 ﾄﾊﾞ 0412 三重県
一般社団法人 志摩 一般社団法人 志摩青年会議所 ｼﾏ 0753 三重県
公益社団法人 敦賀 公益社団法人 敦賀青年会議所 ﾂﾙｶﾞ 0194 福井県
公益社団法人 福井 公益社団法人 福井青年会議所 ﾌｸｲ 0244 福井県
公益社団法人 武生 公益社団法人 武生青年会議所 ﾀｹﾌ 0248 福井県
公益社団法人 鯖江 公益社団法人 鯖江青年会議所 ｻﾊﾞｴ 0275 福井県
公益社団法人 大野 公益社団法人 大野青年会議所 ｵｵﾉ 0348 福井県
公益社団法人 勝山 公益社団法人 勝山青年会議所 ｶﾂﾔﾏ 0389 福井県
公益社団法人 三国芦原金津 公益社団法人 三国芦原金津青年会議所 ﾐｸﾆｱﾜﾗｶﾅﾂﾞ 0439 福井県
一般社団法人 若狭 一般社団法人 若狭青年会議所 ﾜｶｻ 0491 福井県
一般社団法人 坂井 一般社団法人 坂井青年会議所 ｻｶｲ 0498 福井県
一般社団法人 三方五湖 一般社団法人 三方五湖青年会議所 ﾐｶﾀｺﾞｺ 0631 福井県
公益社団法人 金沢 公益社団法人 金沢青年会議所 ｶﾅｻﾞﾜ 0020 石川県
公益社団法人 小松 公益社団法人 小松青年会議所 ｺﾏﾂ 0176 石川県
公益社団法人 七尾 公益社団法人 七尾青年会議所 ﾅﾅｵ 0189 石川県
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公益社団法人 羽咋 公益社団法人 羽咋青年会議所 ﾊｸｲ 0260 石川県
一般社団法人 輪島 一般社団法人 輪島青年会議所 ﾜｼﾞﾏ 0273 石川県
公益社団法人 加賀 公益社団法人 加賀青年会議所 ｶｶﾞ 0307 石川県
一般社団法人 珠洲 一般社団法人 珠洲青年会議所 ｽｽﾞ 0351 石川県
一般社団法人 白山 一般社団法人 白山青年会議所 ﾊｸｻﾝ 0460 石川県

のと  のと青年会議所 ﾉﾄ 0755 石川県
公益社団法人 富山 公益社団法人 富山青年会議所 ﾄﾔﾏ 0029 富山県
公益社団法人 高岡 公益社団法人 高岡青年会議所 ﾀｶｵｶ 0445 富山県
公益社団法人 となみ 公益社団法人 となみ青年会議所 ﾄﾅﾐ 0446 富山県
公益社団法人 新川 公益社団法人 新川青年会議所 ﾆｲｶﾜ 0447 富山県
一般社団法人 氷見 一般社団法人 氷見青年会議所 ﾋﾐ 0518 富山県
公益社団法人 小矢部 公益社団法人 小矢部青年会議所 ｵﾔﾍﾞ 0525 富山県
一般社団法人 滑川 一般社団法人 滑川青年会議所 ﾅﾒﾘｶﾜ 0554 富山県
公益社団法人 黒部 公益社団法人 黒部青年会議所 ｸﾛﾍﾞ 0643 富山県
公益社団法人 射水 公益社団法人 射水青年会議所 ｲﾐｽﾞ 0778 富山県
一般社団法人 新潟 一般社団法人 新潟青年会議所 ﾆｲｶﾞﾀ 0062 新潟県
一般社団法人 長岡 一般社団法人 長岡青年会議所 ﾅｶﾞｵｶ 0064 新潟県
一般社団法人 十日町 一般社団法人 十日町青年会議所 ﾄｵｶﾏﾁ 0115 新潟県
一般社団法人 新津 一般社団法人 新津青年会議所 ﾆｲﾂ 0116 新潟県
一般社団法人 柏崎 一般社団法人 柏崎青年会議所 ｶｼﾜｻﾞｷ 0118 新潟県
一般社団法人 小千谷 一般社団法人 小千谷青年会議所 ｵﾁﾞﾔ 0169 新潟県
一般社団法人 新発田 一般社団法人 新発田青年会議所 ｼﾊﾞﾀ 0175 新潟県
公益社団法人 上越 公益社団法人 上越青年会議所 ｼﾞｮｳｴﾂ 0255 新潟県
一般社団法人 加茂 一般社団法人 加茂青年会議所 ｶﾓ 0308 新潟県
一般社団法人 いわふね 一般社団法人 いわふね青年会議所 ｲﾜﾌﾈ 0353 新潟県
一般社団法人 糸魚川 一般社団法人 糸魚川青年会議所 ｲﾄｲｶﾞﾜ 0362 新潟県
一般社団法人 五泉 一般社団法人 五泉青年会議所 ｺﾞｾﾝ 0371 新潟県
一般社団法人 栃尾 一般社団法人 栃尾青年会議所 ﾄﾁｵ 0402 新潟県

見附  見附青年会議所 ﾐﾂｹ 0433 新潟県
佐渡  佐渡青年会議所 ｻﾄﾞ 0529 新潟県

一般社団法人 妙高 一般社団法人 妙高青年会議所 ﾐｮｳｺｳ 0593 新潟県
一般社団法人 中条 一般社団法人 中条青年会議所 ﾅｶｼﾞｮｳ 0666 新潟県
一般社団法人 雪国 一般社団法人 雪国青年会議所 ﾕｷｸﾞﾆ 0694 新潟県
一般社団法人 魚沼 一般社団法人 魚沼青年会議所 ｳｵﾇﾏ 0713 新潟県
一般社団法人 白根 一般社団法人 白根青年会議所 ｼﾛﾈ 0722 新潟県
一般社団法人 にいがた北 一般社団法人 にいがた北青年会議所 ﾆｲｶﾞﾀｷﾀ 0731 新潟県
一般社団法人 燕三条 一般社団法人 燕三条青年会議所 ﾂﾊﾞﾒｻﾝｼﾞｮｳ 0769 新潟県
公益社団法人 長野 公益社団法人 長野青年会議所 ﾅｶﾞﾉ 0131 長野県
一般社団法人 松本 一般社団法人 松本青年会議所 ﾏﾂﾓﾄ 0188 長野県
一般社団法人 飯田 一般社団法人 飯田青年会議所 ｲｲﾀﾞ 0200 長野県
一般社団法人 上田 一般社団法人 上田青年会議所 ｳｴﾀﾞ 0222 長野県
一般社団法人 小諸 一般社団法人 小諸青年会議所 ｺﾓﾛ 0278 長野県
一般社団法人 駒ケ根 一般社団法人 駒ケ根青年会議所 ｺﾏｶﾞﾈ 0336 長野県
公益社団法人 佐久 公益社団法人 佐久青年会議所 ｻｸ 0338 長野県
一般社団法人 伊那 一般社団法人 伊那青年会議所 ｲﾅ 0383 長野県
一般社団法人 須坂 一般社団法人 須坂青年会議所 ｽｻﾞｶ 0394 長野県
公益社団法人 塩尻 公益社団法人 塩尻青年会議所 ｼｵｼﾞﾘ 0418 長野県
一般社団法人 科野 一般社団法人 科野青年会議所 ｼﾅﾉ 0443 長野県
公益社団法人 中野 公益社団法人 中野青年会議所 ﾅｶﾉ 0455 長野県
公益社団法人 南長野 公益社団法人 南長野青年会議所 ﾐﾅﾐﾅｶﾞﾉ 0508 長野県
一般社団法人 軽井沢 一般社団法人 軽井沢青年会議所 ｶﾙｲｻﾞﾜ 0587 長野県
一般社団法人 みゆき野 一般社団法人 みゆき野青年会議所 ﾐﾕｷﾉ 0589 長野県
一般社団法人 北アルプス 一般社団法人 北アルプス青年会議所 ｷﾀｱﾙﾌﾟｽ 0714 長野県
公益社団法人 諏訪圏 公益社団法人 諏訪圏青年会議所 ｽﾜｹﾝ 0773 長野県
公益社団法人 彦根 公益社団法人 彦根青年会議所 ﾋｺﾈ 0052 滋賀県
一般社団法人 大津 一般社団法人 大津青年会議所 ｵｵﾂ 0053 滋賀県
一般社団法人 長浜 一般社団法人 長浜青年会議所 ﾅｶﾞﾊﾏ 0085 滋賀県
公益社団法人 東近江 公益社団法人 東近江青年会議所 ﾋｶﾞｼｵｳﾐ 0191 滋賀県
公益社団法人 草津 公益社団法人 草津青年会議所 ｸｻﾂ 0327 滋賀県
一般社団法人 近江八幡 一般社団法人 近江八幡青年会議所 ｵｳﾐﾊﾁﾏﾝ 0346 滋賀県
公益社団法人 水口 公益社団法人 水口青年会議所 ﾐﾅｸﾁ 0360 滋賀県
公益社団法人 高島 公益社団法人 高島青年会議所 ﾀｶｼﾏ 0380 滋賀県
公益社団法人 守山 公益社団法人 守山青年会議所 ﾓﾘﾔﾏ 0468 滋賀県
公益社団法人 栗東 公益社団法人 栗東青年会議所 ﾘｯﾄｳ 0595 滋賀県
一般社団法人 野洲 一般社団法人 野洲青年会議所 ﾔｽ 0734 滋賀県
公益社団法人 京都 公益社団法人 京都青年会議所 ｷｮｳﾄ 0019 京都府
公益社団法人 舞鶴 公益社団法人 舞鶴青年会議所 ﾏｲﾂﾞﾙ 0103 京都府
一般社団法人 綾部 一般社団法人 綾部青年会議所 ｱﾔﾍﾞ 0207 京都府
一般社団法人 福知山 一般社団法人 福知山青年会議所 ﾌｸﾁﾔﾏ 0293 京都府
一般社団法人 京丹後 一般社団法人 京丹後青年会議所 ｷｮｳﾀﾝｺﾞ 0337 京都府
一般社団法人 宮津 一般社団法人 宮津青年会議所 ﾐﾔﾂﾞ 0391 京都府
一般社団法人 宇治 一般社団法人 宇治青年会議所 ｳｼﾞ 0431 京都府
一般社団法人 山城 一般社団法人 山城青年会議所 ﾔﾏｼﾛ 0613 京都府
一般社団法人 船井 一般社団法人 船井青年会議所 ﾌﾅｲ 0635 京都府
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公益社団法人 乙訓 公益社団法人 乙訓青年会議所 ｵﾄｸﾆ 0659 京都府
一般社団法人 亀岡 一般社団法人 亀岡青年会議所 ｶﾒｵｶ 0671 京都府
一般社団法人 城陽 一般社団法人 城陽青年会議所 ｼﾞｮｳﾖｳ 0696 京都府
一般社団法人 奈良 一般社団法人 奈良青年会議所 ﾅﾗ 0171 奈良県
一般社団法人 吉野 一般社団法人 吉野青年会議所 ﾖｼﾉ 0513 奈良県
一般社団法人 五條 一般社団法人 五條青年会議所 ｺﾞｼﾞｮｳ 0514 奈良県
一般社団法人 橿原 一般社団法人 橿原青年会議所 ｶｼﾊﾗ 0515 奈良県
一般社団法人 葛城 一般社団法人 葛城青年会議所 ｶﾂﾗｷﾞ 0516 奈良県
一般社団法人 桜井 一般社団法人 桜井青年会議所 ｻｸﾗｲ 0517 奈良県
一般社団法人 天理 一般社団法人 天理青年会議所 ﾃﾝﾘ 0545 奈良県
一般社団法人 大和郡山 一般社団法人 大和郡山青年会議所 ﾔﾏﾄｺｵﾘﾔﾏ 0570 奈良県
一般社団法人 法隆寺 一般社団法人 法隆寺青年会議所 ﾎｳﾘｭｳｼﾞ 0571 奈良県
一般社団法人 大阪 一般社団法人 大阪青年会議所 ｵｵｻｶ 0002 大阪府
一般社団法人 堺高石 一般社団法人 堺高石青年会議所 ｻｶｲﾀｶｲｼ 0079 大阪府
一般社団法人 東大阪 一般社団法人 東大阪青年会議所 ﾋｶﾞｼｵｵｻｶ 0130 大阪府
公益社団法人 泉佐野 公益社団法人 泉佐野青年会議所 ｲｽﾞﾐｻﾉ 0136 大阪府
公益社団法人 泉大津 公益社団法人 泉大津青年会議所 ｲｽﾞﾐｵｵﾂ 0150 大阪府
公益社団法人 岸和田 公益社団法人 岸和田青年会議所 ｷｼﾜﾀﾞ 0152 大阪府
公益社団法人 貝塚 公益社団法人 貝塚青年会議所 ｶｲﾂﾞｶ 0170 大阪府
一般社団法人 茨木 一般社団法人 茨木青年会議所 ｲﾊﾞﾗｷ 0206 大阪府
一般社団法人 枚方 一般社団法人 枚方青年会議所 ﾋﾗｶﾀ 0221 大阪府
一般社団法人 池田 一般社団法人 池田青年会議所 ｲｹﾀﾞ 0240 大阪府
一般社団法人 和泉 一般社団法人 和泉青年会議所 ｲｽﾞﾐ 0269 大阪府
一般社団法人 高槻 一般社団法人 高槻青年会議所 ﾀｶﾂｷ 0350 大阪府
一般社団法人 豊中 一般社団法人 豊中青年会議所 ﾄﾖﾅｶ 0354 大阪府
一般社団法人 箕面 一般社団法人 箕面青年会議所 ﾐﾉｵ 0355 大阪府
一般社団法人 河内長野 一般社団法人 河内長野青年会議所 ｶﾜﾁﾅｶﾞﾉ 0358 大阪府
一般社団法人 富田林 一般社団法人 富田林青年会議所 ﾄﾝﾀﾞﾊﾞﾔｼ 0397 大阪府
公益社団法人 泉南 公益社団法人 泉南青年会議所 ｾﾝﾅﾝ 0424 大阪府
一般社団法人 柏原 一般社団法人 柏原青年会議所 ｶｼﾜﾗ 0432 大阪府
公益社団法人 吹田 公益社団法人 吹田青年会議所 ｽｲﾀ 0436 大阪府
一般社団法人 松原 一般社団法人 松原青年会議所 ﾏﾂﾊﾞﾗ 0452 大阪府
一般社団法人 羽曳野藤井寺 一般社団法人 羽曳野藤井寺青年会議所 ﾊﾋﾞｷﾉﾌｼﾞｲﾃﾞﾗ 0458 大阪府
一般社団法人 大東 一般社団法人 大東青年会議所 ﾀﾞｲﾄｳ 0476 大阪府
一般社団法人 四條畷 一般社団法人 四條畷青年会議所 ｼｼﾞｮｳﾅﾜﾃ 0534 大阪府
一般社団法人 摂津 一般社団法人 摂津青年会議所 ｾｯﾂ 0576 大阪府
一般社団法人 寝屋川 一般社団法人 寝屋川青年会議所 ﾈﾔｶﾞﾜ 0602 大阪府
一般社団法人 交野 一般社団法人 交野青年会議所 ｶﾀﾉ 0678 大阪府
一般社団法人 守口門真 一般社団法人 守口門真青年会議所 ﾓﾘｸﾞﾁｶﾄﾞﾏ 0781 大阪府
一般社団法人 八尾 一般社団法人 八尾青年会議所 ﾔｵ 0784 大阪府
一般社団法人 西宮 一般社団法人 西宮青年会議所 ﾆｼﾉﾐﾔ 0005 兵庫県
公益社団法人 姫路 公益社団法人 姫路青年会議所 ﾋﾒｼﾞ 0114 兵庫県
一般社団法人 神戸 一般社団法人 神戸青年会議所 ｺｳﾍﾞ 0143 兵庫県
一般社団法人 加古川 一般社団法人 加古川青年会議所 ｶｺｶﾞﾜ 0151 兵庫県
一般社団法人 三木 一般社団法人 三木青年会議所 ﾐｷ 0155 兵庫県
一般社団法人 尼崎 一般社団法人 尼崎青年会議所 ｱﾏｶﾞｻｷ 0172 兵庫県
一般社団法人 明石 一般社団法人 明石青年会議所 ｱｶｼ 0186 兵庫県
一般社団法人 高砂 一般社団法人 高砂青年会議所 ﾀｶｻｺﾞ 0187 兵庫県
一般社団法人 西脇 一般社団法人 西脇青年会議所 ﾆｼﾜｷ 0198 兵庫県
一般社団法人 豊岡 一般社団法人 豊岡青年会議所 ﾄﾖｵｶ 0205 兵庫県
一般社団法人 淡路 一般社団法人 淡路青年会議所 ｱﾜｼﾞ 0237 兵庫県
一般社団法人 伊丹 一般社団法人 伊丹青年会議所 ｲﾀﾐ 0252 兵庫県
一般社団法人 相生 一般社団法人 相生青年会議所 ｱｲｵｲ 0274 兵庫県

赤穂  赤穂青年会議所 ｱｺｳ 0279 兵庫県
一般社団法人 宝塚 一般社団法人 宝塚青年会議所 ﾀｶﾗﾂﾞｶ 0326 兵庫県
一般社団法人 龍野 一般社団法人 龍野青年会議所 ﾀﾂﾉ 0347 兵庫県
一般社団法人 川西 一般社団法人 川西青年会議所 ｶﾜﾆｼ 0367 兵庫県
一般社団法人 香住 一般社団法人 香住青年会議所 ｶｽﾐ 0390 兵庫県
一般社団法人 三田 一般社団法人 三田青年会議所 ｻﾝﾀﾞ 0393 兵庫県
一般社団法人 丹波篠山 一般社団法人 丹波篠山青年会議所 ﾀﾝﾊﾞｻｻﾔﾏ 0438 兵庫県
一般社団法人 丹波 一般社団法人 丹波青年会議所 ﾀﾝﾊﾞ 0512 兵庫県
一般社団法人 芦屋 一般社団法人 芦屋青年会議所 ｱｼﾔ 0540 兵庫県

美方  美方青年会議所 ﾐｶﾀ 0683 兵庫県
一般社団法人 南但 一般社団法人 南但青年会議所 ﾅﾝﾀﾝ 0698 兵庫県
一般社団法人 和歌山 一般社団法人 和歌山青年会議所 ﾜｶﾔﾏ 0133 和歌山県
公益社団法人 白浜田辺 公益社団法人 白浜田辺青年会議所 ｼﾗﾊﾏﾀﾅﾍﾞ 0302 和歌山県
一般社団法人 伊都 一般社団法人 伊都青年会議所 ｲﾄ 0329 和歌山県
一般社団法人 有田 一般社団法人 有田青年会議所 ｱﾘﾀ 0369 和歌山県
一般社団法人 御坊 一般社団法人 御坊青年会議所 ｺﾞﾎﾞｳ 0378 和歌山県
一般社団法人 新宮 一般社団法人 新宮青年会議所 ｼﾝｸﾞｳ 0406 和歌山県
一般社団法人 那賀 一般社団法人 那賀青年会議所 ﾅｶﾞ 0420 和歌山県
一般社団法人 海南 一般社団法人 海南青年会議所 ｶｲﾅﾝ 0426 和歌山県
公益社団法人 岡山 公益社団法人 岡山青年会議所 ｵｶﾔﾏ 0009 岡山県
公益社団法人 倉敷 公益社団法人 倉敷青年会議所 ｸﾗｼｷ 0080 岡山県
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一般社団法人 児島 一般社団法人 児島青年会議所 ｺｼﾞﾏ 0097 岡山県
一般社団法人 玉島 一般社団法人 玉島青年会議所 ﾀﾏｼﾏ 0107 岡山県
一般社団法人 笠岡 一般社団法人 笠岡青年会議所 ｶｻｵｶ 0132 岡山県
一般社団法人 津山 一般社団法人 津山青年会議所 ﾂﾔﾏ 0135 岡山県
一般社団法人 玉野 一般社団法人 玉野青年会議所 ﾀﾏﾉ 0137 岡山県
一般社団法人 西大寺 一般社団法人 西大寺青年会議所 ｻｲﾀﾞｲｼﾞ 0196 岡山県
一般社団法人 井原 一般社団法人 井原青年会議所 ｲﾊﾞﾗ 0235 岡山県
一般社団法人 真庭 一般社団法人 真庭青年会議所 ﾏﾆﾜ 0250 岡山県
一般社団法人 備前 一般社団法人 備前青年会議所 ﾋﾞｾﾞﾝ 0345 岡山県
一般社団法人 新見 一般社団法人 新見青年会議所 ﾆｲﾐ 0376 岡山県
一般社団法人 総社 一般社団法人 総社青年会議所 ｿｳｼﾞﾔ 0398 岡山県
一般社団法人 高梁 一般社団法人 高梁青年会議所 ﾀｶﾊｼ 0528 岡山県
一般社団法人 美作 一般社団法人 美作青年会議所 ﾐﾏｻｶ 0581 岡山県
一般社団法人 広島 一般社団法人 広島青年会議所 ﾋﾛｼﾏ 0016 広島県
公益社団法人 呉 公益社団法人 呉青年会議所 ｸﾚ 0039 広島県
一般社団法人 三次 一般社団法人 三次青年会議所 ﾐﾖｼ 0060 広島県
一般社団法人 尾道 一般社団法人 尾道青年会議所 ｵﾉﾐﾁ 0122 広島県
一般社団法人 福山 一般社団法人 福山青年会議所 ﾌｸﾔﾏ 0182 広島県
一般社団法人 三原 一般社団法人 三原青年会議所 ﾐﾊﾗ 0220 広島県
一般社団法人 府中 一般社団法人 府中青年会議所 ﾌﾁｭｳ 0232 広島県
一般社団法人 庄原 一般社団法人 庄原青年会議所 ｼｮｳﾊﾞﾗ 0292 広島県
一般社団法人 竹原 一般社団法人 竹原青年会議所 ﾀｹﾊﾗ 0339 広島県
一般社団法人 因島 一般社団法人 因島青年会議所 ｲﾝﾉｼﾏ 0375 広島県
一般社団法人 大竹 一般社団法人 大竹青年会議所 ｵｵﾀｹ 0379 広島県
一般社団法人 東広島 一般社団法人 東広島青年会議所 ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ 0628 広島県
一般社団法人 下関 一般社団法人 下関青年会議所 ｼﾓﾉｾｷ 0041 山口県
一般社団法人 山口 一般社団法人 山口青年会議所 ﾔﾏｸﾞﾁ 0087 山口県
一般社団法人 岩国 一般社団法人 岩国青年会議所 ｲﾜｸﾆ 0092 山口県
一般社団法人 宇部 一般社団法人 宇部青年会議所 ｳﾍﾞ 0093 山口県
公益社団法人 萩 公益社団法人 萩青年会議所 ﾊｷﾞ 0113 山口県
一般社団法人 柳井 一般社団法人 柳井青年会議所 ﾔﾅｲ 0167 山口県
公益社団法人 防府 公益社団法人 防府青年会議所 ﾎｳﾌ 0184 山口県
一般社団法人 小野田 一般社団法人 小野田青年会議所 ｵﾉﾀﾞ 0251 山口県
公益社団法人 長門 公益社団法人 長門青年会議所 ﾅｶﾞﾄ 0261 山口県
一般社団法人 美祢 一般社団法人 美祢青年会議所 ﾐﾈ 0324 山口県
一般社団法人 吉南 一般社団法人 吉南青年会議所 ｷﾁﾅﾝ 0617 山口県
公益社団法人 周南 公益社団法人 周南青年会議所 ｼｭｳﾅﾝ 0777 山口県
公益社団法人 松江 公益社団法人 松江青年会議所 ﾏﾂｴ 0100 島根県
一般社団法人 出雲 一般社団法人 出雲青年会議所 ｲｽﾞﾓ 0106 島根県
一般社団法人 浜田 一般社団法人 浜田青年会議所 ﾊﾏﾀﾞ 0146 島根県
公益社団法人 益田 公益社団法人 益田青年会議所 ﾏｽﾀﾞ 0303 島根県
一般社団法人 安来 一般社団法人 安来青年会議所 ﾔｽｷﾞ 0344 島根県
一般社団法人 平田 一般社団法人 平田青年会議所 ﾋﾗﾀ 0366 島根県
一般社団法人 島根大田 一般社団法人 島根大田青年会議所 ｼﾏﾈｵｵﾀﾞ 0507 島根県
一般社団法人 江津 一般社団法人 江津青年会議所 ｺﾞｳﾂ 0573 島根県

隠岐  隠岐青年会議所 ｵｷ 0738 島根県
一般社団法人 米子 一般社団法人 米子青年会議所 ﾖﾅｺﾞ 0147 鳥取県
一般社団法人 鳥取 一般社団法人 鳥取青年会議所 ﾄｯﾄﾘ 0156 鳥取県
一般社団法人 倉吉 一般社団法人 倉吉青年会議所 ｸﾗﾖｼ 0208 鳥取県
一般社団法人 境港 一般社団法人 境港青年会議所 ｻｶｲﾐﾅﾄ 0294 鳥取県
一般社団法人 東伯 一般社団法人 東伯青年会議所 ﾄｳﾊｸ 0687 鳥取県
一般社団法人 みとよ 一般社団法人 みとよ青年会議所 ﾐﾄﾖ 0090 香川県
公益社団法人 高松 公益社団法人 高松青年会議所 ﾀｶﾏﾂ 0125 香川県
公益社団法人 坂出 公益社団法人 坂出青年会議所 ｻｶｲﾃﾞ 0210 香川県
公益社団法人 小豆島 公益社団法人 小豆島青年会議所 ｼｮｳﾄﾞｼﾏ 0527 香川県
公益社団法人 東かがわ 公益社団法人 東かがわ青年会議所 ﾋｶﾞｼｶｶﾞﾜ 0742 香川県
公益社団法人 さぬき 公益社団法人 さぬき青年会議所 ｻﾇｷ 0770 香川県
一般社団法人 八幡浜 一般社団法人 八幡浜青年会議所 ﾔﾜﾀﾊﾏ 0027 愛媛県
公益社団法人 松山 公益社団法人 松山青年会議所 ﾏﾂﾔﾏ 0037 愛媛県
一般社団法人 大洲 一般社団法人 大洲青年会議所 ｵｵｽﾞ 0091 愛媛県
公益社団法人 宇和島 公益社団法人 宇和島青年会議所 ｳﾜｼﾞﾏ 0124 愛媛県
公益社団法人 新居浜 公益社団法人 新居浜青年会議所 ﾆｲﾊﾏ 0328 愛媛県
公益社団法人 今治 公益社団法人 今治青年会議所 ｲﾏﾊﾞﾘ 0341 愛媛県
一般社団法人 西条 一般社団法人 西条青年会議所 ｻｲｼﾞｮｳ 0608 愛媛県
公益社団法人 法皇 公益社団法人 法皇青年会議所 ﾎｳｵｳ 0768 愛媛県
公益社団法人 高知 公益社団法人 高知青年会議所 ｺｳﾁ 0095 高知県

安芸  安芸青年会議所 ｱｷ 0249 高知県
一般社団法人 中村 一般社団法人 中村青年会議所 ﾅｶﾑﾗ 0263 高知県

須崎  須崎青年会議所 ｽｻｷ 0288 高知県
公益社団法人 宿毛 公益社団法人 宿毛青年会議所 ｽｸﾓ 0321 高知県

南国  南国青年会議所 ﾅﾝｺﾞｸ 0620 高知県
一般社団法人 徳島 一般社団法人 徳島青年会議所 ﾄｸｼﾏ 0123 徳島県
一般社団法人 小松島 一般社団法人 小松島青年会議所 ｺﾏﾂｼﾞﾏ 0270 徳島県
一般社団法人 阿南 一般社団法人 阿南青年会議所 ｱﾅﾝ 0361 徳島県
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一般社団法人 鳴門板野 一般社団法人 鳴門板野青年会議所 ﾅﾙﾄｲﾀﾉ 0392 徳島県
公益社団法人 阿波池田 公益社団法人 阿波池田青年会議所 ｱﾜｲｹﾀﾞ 0473 徳島県
一般社団法人 吉野川 一般社団法人 吉野川青年会議所 ﾖｼﾉｶﾞﾜ 0572 徳島県
一般社団法人 美馬 一般社団法人 美馬青年会議所 ﾐﾏ 0692 徳島県
一般社団法人 福岡 一般社団法人 福岡青年会議所 ﾌｸｵｶ 0035 福岡県
一般社団法人 飯塚 一般社団法人 飯塚青年会議所 ｲｲﾂﾞｶ 0042 福岡県
一般社団法人 北九州 一般社団法人 北九州青年会議所 ｷﾀｷｭｳｼｭｳ 0043 福岡県
一般社団法人 久留米 一般社団法人 久留米青年会議所 ｸﾙﾒ 0063 福岡県
一般社団法人 直方 一般社団法人 直方青年会議所 ﾉｵｶﾞﾀ 0067 福岡県
一般社団法人 大牟田 一般社団法人 大牟田青年会議所 ｵｵﾑﾀ 0086 福岡県
一般社団法人 柳川 一般社団法人 柳川青年会議所 ﾔﾅｶﾞﾜ 0102 福岡県
一般社団法人 八女 一般社団法人 八女青年会議所 ﾔﾒ 0185 福岡県
公益社団法人 田川 公益社団法人 田川青年会議所 ﾀｶﾞﾜ 0224 福岡県
一般社団法人 美夜古 一般社団法人 美夜古青年会議所 ﾐﾔｺ 0386 福岡県
一般社団法人 朝倉 一般社団法人 朝倉青年会議所 ｱｻｸﾗ 0422 福岡県
一般社団法人 大川 一般社団法人 大川青年会議所 ｵｵｶﾜ 0429 福岡県
一般社団法人 筑後 一般社団法人 筑後青年会議所 ﾁｸｺﾞ 0454 福岡県
公益社団法人 ひびき 公益社団法人 ひびき青年会議所 ﾋﾋﾞｷ 0497 福岡県
一般社団法人 豊前 一般社団法人 豊前青年会議所 ﾌﾞｾﾞﾝ 0504 福岡県
一般社団法人 つくし 一般社団法人 つくし青年会議所 ﾂｸｼ 0521 福岡県
一般社団法人 みい 一般社団法人 みい青年会議所 ﾐｲ 0549 福岡県
一般社団法人 山門 一般社団法人 山門青年会議所 ﾔﾏﾄ 0580 福岡県
公益社団法人 宗像 公益社団法人 宗像青年会議所 ﾑﾅｶﾀ 0590 福岡県
一般社団法人 糸島 一般社団法人 糸島青年会議所 ｲﾄｼﾏ 0622 福岡県
一般社団法人 浮羽 一般社団法人 浮羽青年会議所 ｳｷﾊ 0663 福岡県
一般社団法人 糟屋 一般社団法人 糟屋青年会議所 ｶｽﾔ 0787 福岡県
一般社団法人 大分 一般社団法人 大分青年会議所 ｵｵｲﾀ 0046 大分県
公益社団法人 中津 公益社団法人 中津青年会議所 ﾅｶﾂ 0047 大分県
一般社団法人 日田 一般社団法人 日田青年会議所 ﾋﾀ 0051 大分県
一般社団法人 臼杵 一般社団法人 臼杵青年会議所 ｳｽｷ 0199 大分県
公益社団法人 宇佐 公益社団法人 宇佐青年会議所 ｳｻ 0552 大分県
公益社団法人 別府 公益社団法人 別府青年会議所 ﾍﾞｯﾌﾟ 0598 大分県
公益社団法人 杵築 公益社団法人 杵築青年会議所 ｷﾂｷ 0740 大分県
一般社団法人 佐伯 一般社団法人 佐伯青年会議所 ｻｲｷ 0754 大分県
一般社団法人 佐賀 一般社団法人 佐賀青年会議所 ｻｶﾞ 0099 佐賀県
一般社団法人 鹿島 一般社団法人 鹿島青年会議所 ｶｼﾏ 0158 佐賀県
一般社団法人 鳥栖 一般社団法人 鳥栖青年会議所 ﾄｽ 0183 佐賀県
一般社団法人 唐津 一般社団法人 唐津青年会議所 ｶﾗﾂ 0228 佐賀県
一般社団法人 伊万里 一般社団法人 伊万里青年会議所 ｲﾏﾘ 0318 佐賀県
一般社団法人 武雄 一般社団法人 武雄青年会議所 ﾀｹｵ 0363 佐賀県
一般社団法人 陶都有田 一般社団法人 陶都有田青年会議所 ﾄｳﾄｱﾘﾀ 0490 佐賀県
一般社団法人 長崎 一般社団法人 長崎青年会議所 ﾅｶﾞｻｷ 0036 長崎県
一般社団法人 佐世保 一般社団法人 佐世保青年会議所 ｻｾﾎﾞ 0048 長崎県
一般社団法人 島原 一般社団法人 島原青年会議所 ｼﾏﾊﾞﾗ 0071 長崎県
公益社団法人 大村 公益社団法人 大村青年会議所 ｵｵﾑﾗ 0174 長崎県
一般社団法人 福江 一般社団法人 福江青年会議所 ﾌｸｴ 0297 長崎県
一般社団法人 諫早 一般社団法人 諫早青年会議所 ｲｻﾊﾔ 0298 長崎県
一般社団法人 北松浦 一般社団法人 北松浦青年会議所 ｷﾀﾏﾂｳﾗ 0739 長崎県
一般社団法人 熊本 一般社団法人 熊本青年会議所 ｸﾏﾓﾄ 0066 熊本県
一般社団法人 玉名 一般社団法人 玉名青年会議所 ﾀﾏﾅ 0126 熊本県
一般社団法人 ひとよし球磨 一般社団法人 ひとよし球磨青年会議所 ﾋﾄﾖｼｸﾏ 0154 熊本県
一般社団法人 八代 一般社団法人 八代青年会議所 ﾔﾂｼﾛ 0165 熊本県
一般社団法人 天草本渡 一般社団法人 天草本渡青年会議所 ｱﾏｸｻﾎﾝﾄﾞ 0239 熊本県
一般社団法人 山鹿 一般社団法人 山鹿青年会議所 ﾔﾏｶﾞ 0472 熊本県
一般社団法人 水俣 一般社団法人 水俣青年会議所 ﾐﾅﾏﾀ 0479 熊本県

牛深  牛深青年会議所 ｳｼﾌﾞｶ 0606 熊本県
一般社団法人 宇城 一般社団法人 宇城青年会議所 ｳｷ 0611 熊本県

阿蘇  阿蘇青年会議所 ｱｿ 0670 熊本県
東熊本  東熊本青年会議所 ﾋｶﾞｼｸﾏﾓﾄ 0743 熊本県

一般社団法人 菊池 一般社団法人 菊池青年会議所 ｷｸﾁ 0749 熊本県
一般社団法人 宮崎 一般社団法人 宮崎青年会議所 ﾐﾔｻﾞｷ 0026 宮崎県
一般社団法人 延岡 一般社団法人 延岡青年会議所 ﾉﾍﾞｵｶ 0134 宮崎県
一般社団法人 日南 一般社団法人 日南青年会議所 ﾆﾁﾅﾝ 0180 宮崎県
一般社団法人 日向 一般社団法人 日向青年会議所 ﾋｭｳｶﾞ 0223 宮崎県
公益社団法人 都城 公益社団法人 都城青年会議所 ﾐﾔｺﾉｼﾞｮｳ 0265 宮崎県
一般社団法人 小林 一般社団法人 小林青年会議所 ｺﾊﾞﾔｼ 0387 宮崎県
一般社団法人 西都 一般社団法人 西都青年会議所 ｻｲﾄ 0541 宮崎県
一般社団法人 串間 一般社団法人 串間青年会議所 ｸｼﾏ 0636 宮崎県

えびの  えびの青年会議所 ｴﾋﾞﾉ 0709 宮崎県
公益社団法人 鹿児島 公益社団法人 鹿児島青年会議所 ｶｺﾞｼﾏ 0057 鹿児島県
公益社団法人 奄美大島 公益社団法人 奄美大島青年会議所 ｱﾏﾐｵｵｼﾏ 0236 鹿児島県
公益社団法人 鹿屋 公益社団法人 鹿屋青年会議所 ｶﾉﾔ 0242 鹿児島県
公益社団法人 川内 公益社団法人 川内青年会議所 ｾﾝﾀﾞｲ 0496 鹿児島県
公益社団法人 指宿 公益社団法人 指宿青年会議所 ｲﾌﾞｽｷ 0555 鹿児島県
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一般社団法人 さつま出水 一般社団法人 さつま出水青年会議所 ｻﾂﾏｲｽﾞﾐ 0609 鹿児島県
公益社団法人 串木野 公益社団法人 串木野青年会議所 ｸｼｷﾉ 0610 鹿児島県
公益社団法人 枕崎 公益社団法人 枕崎青年会議所 ﾏｸﾗｻﾞｷ 0637 鹿児島県
公益社団法人 新大隅 公益社団法人 新大隅青年会議所 ｼﾝｵｵｽﾐ 0653 鹿児島県
一般社団法人 阿久根 一般社団法人 阿久根青年会議所 ｱｸﾈ 0679 鹿児島県
公益社団法人 南さつま 公益社団法人 南さつま青年会議所 ﾐﾅﾐｻﾂﾏ 0724 鹿児島県
公益社団法人 霧島 公益社団法人 霧島青年会議所 ｷﾘｼﾏ 0751 鹿児島県

屋久島  屋久島青年会議所 ﾔｸｼﾏ 0783 鹿児島県
一般社団法人 那覇 一般社団法人 那覇青年会議所 ﾅﾊ 0481 沖縄県
一般社団法人 宮古 一般社団法人 宮古青年会議所 ﾐﾔｺ 0482 沖縄県
一般社団法人 八重山 一般社団法人 八重山青年会議所 ﾔｴﾔﾏ 0483 沖縄県
一般社団法人 名護 一般社団法人 名護青年会議所 ﾅｺﾞ 0484 沖縄県
一般社団法人 沖縄 一般社団法人 沖縄青年会議所 ｵｷﾅﾜ 0486 沖縄県
公益社団法人 浦添 公益社団法人 浦添青年会議所 ｳﾗｿﾞｴ 0519 沖縄県
公益社団法人 宜野湾 公益社団法人 宜野湾青年会議所 ｷﾞﾉﾜﾝ 0638 沖縄県
一般社団法人 うるま 一般社団法人 うるま青年会議所 ｳﾙﾏ 0700 沖縄県
公益社団法人 島尻 公益社団法人 島尻青年会議所 ｼﾏｼﾞﾘ 0719 沖縄県
一般社団法人 糸豊 一般社団法人 糸豊青年会議所 ｲﾄﾔ 0721 沖縄県


