
区　分 氏　　名 備　　　　考

会社員 秋山　貴之

会社員 秋山　浩希

会社員 秋山　正之

会社員 浅岡　正剛

経済界 浅野　誠一郎 金融業関連

経済界 芦田　隆 アドバイザー

会社員 天野　三恵子

会社員 網江　佳昭

料理人 荒金　育英

会社員 荒木　俊博

芸能関係者 荒木　誠

作家 有川　浩 作家

会社員 有馬　義雄 通信業

会社員 有吉　茂 保険会社　

文化人 安藤　和津 エッセイスト  　　　　　  

映画監督 安藤　桃子

行政関係者 安藤　保彦

経営者･龍馬関係者 飯野　晃之

著名人 家田　荘子 作家・僧侶

航空関係者 五十嵐　武

会社員 五十嵐　徹

医療関係者 池田　勲夫

文化人 池田　卓夫 ジャーナリスト　　　　　

会社員 池田　法広

文化人 池松　由美 音楽家（フルート）

文化人 井沢　元彦

経営者 石井　武

学識経験者 石井　吉春 大学院教授

経済界 石田　敬二 運輸・交通業関連

経済界 伊地知　宏 金融業関連

経済界 泉谷　ふじみ 飲食業

経済界 泉田　優

経済界 泉　真弓 よさこい関係　高知県在住

高知県観光特使委嘱者名簿
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区　分 氏　　名 備　　　　考

会社員 磯村　康志

演奏者 市川　みどり

元マスコミ関係者 市吉　秀一

会社員 出野　真

よさこい関係者 伊藤　亜人

医療関係者 伊藤　啓介 医師

経済界 伊藤　博

よさこい関係者 糸川　研也

マスコミ関係者 糸山　健一郎

龍馬関係者 稲岡　麻衣

会社員 稲田　孝明

経済界 井上　健 コンピュータ関係

会社員 井上　健 金融関連

作詞家 井上　輝彦

経済界 伊原　成二

経済界 井福　正博 保険業

よさこい関係者 伊与田　修

会社員 岩本　梨沙

芸能人 う～み 歌手　高知県在住

会社員 植木　哲朗

会社員 植田　伸幸

会社員 上野　里美

会社員 上野　孝司

経済界 上野　至大 通信業

音楽家 植松　伸夫 作曲家

会社員 宇津木　達也 保険業

会社員 海野　和之 金融関連

会社員 梅野　勝義

会社員 梅原　隆 保険業

龍馬関係者 浦山　嗣雄

ミュージシャン ウルフルケイスケ

経済界 衛藤　公洋 金融関連

芸能関係者 江戸家　小猫 演芸家

芸能関係者 榎木　孝明 俳優・水彩画家

- 2/15 -



区　分 氏　　名 備　　　　考

行政関係者 烏帽子田　彰

スポーツ関係者 江本　孟紀 元プロ野球選手　プロ野球解説者　高知県出身

経営者 袁　文英

作家･脚本家 大石　静 作家･エッセイスト･脚本家

医療関係者 大木　隆生

音楽家 大谷　康子

会社員 大田　伸宏

会社員 太田　征男

その他 大坪　信雄 観光ガイド

映画監督 大友　啓史

経営者 大西　賢

映像作家 大野　一興

経営者 大橋　哲也

会社員 大村　裕章

芸能関係者 大桃　美代子

スポーツ関係者 大八木　淳史

会社員 岡　利幸 金融関連

調理人 岡﨑　敏雄

経済界 岡田　幸士 運輸・交通業関連

映　像 岡田　主 映画監督

著名人 岡田　眞善 俳優

経済界 岡野　博元 マスコミ関係

プロレスラー 岡林　裕二

マンガ研究者 岡部　拓哉

経済界 岡本　圭司

歌手 岡本　知高

シンガーソングライター 岡本　真夜

会社員 岡本　光浩 保険業

経済界 小川　孝司

会社員 小川　洋

著名人 奥田　瑛二 俳優・映画監督

経済界 奥谷　敦子 商品開発マーケティングコンサルタント　

文化人 奥谷　博 洋画家　高知県出身

文化人 奥谷　禮子
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写真家 奥宮　誠次

著名人 奥村　盛人 映画監督

経営者 尾崎　英雄

行政関係者 尾崎　正敏

経済界 尾﨑　幸博 通信業関連

音楽家 織田　哲郎

経済界 小谷　増雄 製造業関連

経済界 越智　道雄 マスコミ関係

音楽家 OTOGI

声優 小野　大輔

会社員 小村　恵治

経済界 小山　高史 金融業関連

経済界 オリヴィエ　ドゥレンヌ

芸能関係者 樫尾　篤紀

経済界 樫尾　和宏

経済界 樫尾　隆司

スポーツ関係者 片岡　大育

経営者 片岡　方和

経営者 片野坂　真哉

会社員 勝間　健二

経済界 桂　浩輔 研究職

落語家 桂　文枝

ジャーナリスト・作家 門田　隆将

食環境ジャーナリスト・
食総合プロデューサー

金丸　弘美

経済界 金子　豊 運輸・交通業関連

経済界 金田　凖 卸売業

歌手 金田　たつえ

学識経験者・経営者・文化人 鎌倉　和子

マスコミ関係者 鎌倉　みどり

和食料理人 上村　哲也

学識経験者 河合　洋見 食物栄養関連

会社員 川井　保典

会社員 河合　祐子 金融関連

文化人 河口　洋一郎
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経営者
マスコミ関係者

川崎　源右衛門

会社員 川島　一郎

県人会関係者 川田　晴一

歌手 川野　夏美

芸能関係者 河原　美由紀 音楽家

歌手 川村　文乃

行政関係者 川村　達彦

よさこい関係者 菊池　亜希子

会社員 菊地　高之

経営者 岸川　武彦

マスコミ関係者 北澤　和彦

龍馬関係 木谷　道宣 ウォーキング協会

学識経験者 木戸　康博

会社員 君波　真

スポーツ関係者 金　星根 ハンファイーグルス

文化人 木村　幸比古 歴史関連（坂本龍馬）

よさこい関係者 木村　隆比古

写真作家 桐野　伴秋

漫画家 くさか　里樹

料理人 熊谷　喜八

マスコミ関係者 熊野　裕二

装画・装丁家 倉橋　三郎

歌手 黒川　英二 歌手　高知県出身

行政関係者 黒木　慶英

経営者 黒笹　慈幾

演奏家 黒田　月水 土佐琵琶奏者　高知県出身

アイドル 桑原　みずき

経営者 ケネス ライリー

学識経験者 小池　勝次郎

文化人 麹谷　宏

ガラス彫刻 髙山　みな子 勝海舟玄孫　

会社員 小園　哲也 保険業

学識経験者 小谷　誠

会社員 小寺　啓介
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会社員・龍馬関係者 小寺　規雄

会社員 後藤　昌弘

画家 小林　敬生

経済界 小林　健司 建設業

経済界 小林　伸行 保険業

スポーツ関係者 駒田　徳広

弁護士 小松　岳志

作家 小松　成美
ノンフィクション作家・兵庫県立大学リーディン
グ大学院　客員教授

経済界 小松　弘明

会社員 小松　博

経済界 小門　賢一

会社員 小山　勝久

文化人 小山　泰生

よさこい・龍馬・
県人会 関係者

小山　勝

会社員 近藤　晃生 旅行業

会社員 近藤　通哉

よさこい関係者 近藤　倫代

文化人 今野　由梨

漫画家 西原　理恵子

画家 酒井　敦美

マスコミ関係者 酒井　泰吉

経営者 酒井　俊彦

料理人 坂井　宏行

会社員 坂本　孝雄 金融業関連

学識経験者 坂本　ひとみ

龍馬関係者 坂本　匡弘

経済界 桜井　信吾 不動産業関連

経済界 迫田　敏高 金融業関連

金融業関連 佐々木　和幸

会社員 佐々木　邦裕

スポーツ関係者 定岡　智秋

経営者 佐藤　哲郎

経済界 佐藤　禔員

会社員 眞田　直也

- 6/15 -



区　分 氏　　名 備　　　　考

会社員 佐無田　一清 経済界

芸能関係者 福了子

作家 椎名　誠 作家（四万十大使）

行政関係者 椎葉　圭市

経済界 塩﨑　陽司 運輸・交通業関連

作家 塩田　潮 作家・評論家

国ＯＢ 宍戸　達行 （財）国際臨海開発研究センター　専務理事

文化人 紫舟 書家

経済界 篠原　隆義

経済界 芝　幸太郎

著名人 島井　咲緒里 将棋女流棋士

芸能人 島崎 和歌子 タレント

料理人 島田　和幸

経営者 島原　慶将

声優・女優 島本　須美

経営者 下元　浩靖

音楽家 ジャアバーボンズ アーティスト

経営者 白石　昇央

経済界 城　敏之 五ツ星お米マイスター

経済界 城　直子 五ツ星お米マイスター

芸能人 白田　久子 女優・モデル

芸能人 スーパーバンド。 歌手

会社員 末松　史朗

会社員 杉浦　俊彦

自衛官 杉本　嘉章

経済界 鈴木　滋彦 通信業関連

行政関係者 鈴木　基久 行政関係

スポーツ関係者 須藤　豊
プロ野球解説者 四国ＩＬアドバイザリースタッ
フ

会社員 諏訪内　尚克

プロレスラー 関本　大介

スポーツ関係者 瀬古　利彦

文化人 瀬戸川　雅義 建築家　　　　　　　　　

よさこい関係者 扇谷　ちさと 首都圏夜さ来い祭り振興協議会会長　高知県出身

経営者 曽我部　裕行
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会社員 大登　正志

ＨＡＰＰＹ ＣＲＥＡＴＯＲ
(絵本作家・イラストレーター)

たかい　よしかず

エッセイスト 髙木　美千子 エッセイスト・旅行作家

スポーツ関係者 錦島　末広

フォトジャーナリスト 高野　弘

経営者 高橋　孝一

スポーツ関係者 高橋　千晶 女子プロゴルファー、高知県出身

経済界 高橋　信裕 研究関連

写真家 高橋　宣之

経営者 高橋　基生

噺家 瀧川　鯉朝
（公益社団）落語芸術協会 高知県出身 （春風
亭昇輔改め）

経済界 竹内　太一 飲食業

マスコミ関係者 竹内　美樹

会社員 武田　倫明

会社員 武智　常倫

経営者 武市　智行

よさこい・県人会関係者 竹村　綾野

経済界 竹村　登茂子 マスコミ関係

経営者 竹村　泰美

経済界 武谷　信彦 広告業関連

経済界 田﨑　博道 保険業

書家 橘　京身

俳優 辰巳　琢郎

スポーツ関係者 立川　敏生

文化人 田所　太郎 舞台芸術関係

よさこい関係者 田中　恵美子

県人会関係者 田中　淳正

経済界 田中　正 旅行業関連

経営者 田中　稔 フードコーディネーター

会社員 田中　康晶

会社員 田中　泰行

会社員 谷岡　慎一

文化人 谷川　彰英

スポーツ関係者 谷口　絵里菜 プロサーファー
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区　分 氏　　名 備　　　　考

スポーツ関係者 谷口　智一 プロレスラー

学識経験者 種田　和英

経済界 田畑　一生 保険業

会社員 田巻　淳一 住宅関係

経済界 田村　潤 食品業関連

経済界 田村　憲雄 製造業関連

歌人 俵　万智 歌人（四万十大使）

経営者 丹下　大

学識経験者 丁野　朗

料理人 陳　建太郎

芸能関係者 ツーライス お笑い芸人

芸能関係者 塚地 武雅

自衛官 堤　秀一

学識経験者 恒石　鎮誌

文化人 常光　徹

県人会関係者 津野　武文

文化人 露木　茂 アナウンサー　　

会社員 出口　学

フィギュア
イラストレーター

デハラユキノリ

YouTuber 寺田　弘行 調理師

県人会関係者 土居　武志

経済界 十枝　道生 金融業関連

スポーツ関係者 時津風　祐哉 力士

よさこい関係者 時久　紀惠

会社員 土倉　義浩 保険業

スポーツ関係者 栃煌山　雄一郎 力士

経営者 百々　立夫

著名人 戸張　捷

経済界 土森　道雄 製造業関連

スポーツ関係者 豊ノ島　大樹

学識経験者 鳥居 久雄

経営者 内藤　豊

料理人 中宇祢　満也

会社員 長岡　秀明
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区　分 氏　　名 備　　　　考

経営者・龍馬関係者 中川　敦子 銘木業

会社員・龍馬関係者 中川　典子 銘木業

経済界 中川　洋 金融業関連

公認会計士 長崎　武彦

会社員 中田　寿夫

画家 中西　繁

行政関係者 中西　穂高 行政関係

会社員 中野　正三 関東幡多の会　会長

経済界 永野　毅 保険業

会社員 中林　圭

演歌歌手 中村　美律子

情報化実践指導人 中村　州男

経済界 中村　嘉秀

会社員 中村　亮介

経済界 永山　丈久 運輸・交通業関連

スポーツ関係者 名木　利幸 プロフェッショナルレフェリー

漫画家 七島　佳那

スポーツ関係者 鍋島　木口里 プロサーファー

会社員、スポーツ関係者 南部　正司

俳優・格闘家・龍馬関係者 ニコラス　ペタス

会社員 西　幸浩

経済界 西井　大雅 銀行業

マスコミ 西内　義雄 ジャーナリスト

経済界 西川　りゅうじん マーケティングコンサルタント

マスコミ関係者 西沢　邦浩

会社員 西村　真治 保険業

文化人 西村　直記 シンセサイザー奏者

芸能関係者 西村　雄正

シニア野菜ソムリエ 西村　有加

芸能関係者 ニブンノゴ！

経済界 丹羽　明夫 運輸・交通業関連

金融業関係 野上　武彦

経営者 野﨑　孔作

マスコミ関係者 野崎　貴典
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芸術関係者 野中　秀偉

会社員 野浪　健

経済界 野原　強

漫画家 哈日杏子 台湾　漫画家

県人会関係者 羽方　将之

芸能関係者 間　寛平

経済界 橋詰 彌久雄

文化人 橋本　洋子 市民音楽グループ

会社員 橋本　昌明

マスコミ関係者 橋本　万葉

よさこい関係者 長谷川　岳 ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り組織委員会専務理事

経済界 長谷川　智恵子 画廊関係者

経済界 長谷川　徳七 画廊経営

環境保全活動家 畠山　重篤 四万十大使

芸能関係者 はちきんガールズ

学識経験者 服部　幸應

経済界 浜口　和也 保険業

経済界 濱口　邦憲 製造業関連

経営者（女将） 濱口　実佐子

マスコミ関係者 浜田　昭文

会社員 浜田　敦夫

経営者 濱田　知佐

会社員 浜田　光之

会社員 濱野　誠 保険業

歌手 浜端ヨウヘイ

経営者 ハム・ムンギル

スポーツ関係者 林　健太 プロサーファー

会社員 林　広行

会社員 林田　周一

作家 林　真理子

マスコミ関係者 原　孝二

会社員 原田　靖

会社員 原　幸宏

芸能関係者 ビーグル38能勢 浩

- 11/15 -



区　分 氏　　名 備　　　　考

国ＯＢ 久川　憲四郎

学識経験者　実業家 久塚　智明

芸能関係者 ビビる大木

県人会関係者 平田　一郎

会社員 平田　恭史

国ＯＢ 平谷　英明 イオン（株）　特別顧問

経営者 平野　浩一

経営者 廣内　武

作家 ＨＩＬＯＫＯ 絵本作家

料理人 広田　昭二 ホテル料理人

会社員 福井　正文

会社員 福澤　克美

会社員 福田　幸三

マスコミ関係者 福留　功男 ジャーナリスト

スポーツ関係者 福永　祐一

スポーツ関係者 藤川　球児

体験型観光
インストラクター

藤澤　安良 「土佐・龍馬であい博」総合アドバイザー

スポーツ関係者 藤城　和明 元　高知ファイティンドッグス　監督

会社員 藤林　敬

地域・企業活性化
アドバイザー

藤原　美江 経営者・音楽家

歌手 藤　美詠子

経済界 藤本　厚子 実業家

作家 藤原　緋沙子

経営者 渕山　知弘 ユニバーサルツーリズムアドバイザー

芸能関係者 船越　英一郎

会社員 古谷　昭雄

会社員 古谷　一

経済界 文箭　光宏

会社員 堀田　徹

シンガーソングライター・
ラジオパーソナリティー

堀内　佳

音楽家 堀江　真美 ジャズ歌手

会社員 堀　大器

医療関係者 堀　知佐子

オカリナ奏者 本谷　美加子　
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料理人 マークノーモイル

マスコミ関係者 正延　知行

企業活動 間嶋　祐一 労働団体

経済界 松井　誠一 よさこい関係

経営者 松井　洋子

龍馬関係者 松尾　貴臣 シンガーソングライター

映画監督 松田　大佑

会社員 松田　忠久

文化人 松平　定知

経営者 松村　厚久 土佐料理店舗経営

文化人 松村　エリナ 絃音奏者　高知県出身

会社員 松本　貴宏 証券業

芸能関係者 松本　梨香 歌手、声優、女優

経済界 松山　正博 通信業関連

歌手 円　広志

会社員 真鍋　省二

芸能関係者 丸本　莉子

歴史アイドル 美甘子

芸能関係者 ミキ 芸人

料理人 三國　清三

経済界 水田　浩二 旅行業関連

よさこい関係者 水野　孝一 （財）にっぽんど真ん中祭り文化財団　専務理事

その他 三隅　説夫

会社員 溝口　敬司

芸能関係者 みぞぶち　けんじ

よさこい関係者 溝渕　誠之

芸能関係者 三代　純歌

文化人 南　美希子 コメンテーター　エッセイスト　　

会社員 嶺岸　康

会社員 美馬　幹晃

スポーツ関係者 三宅　宏実 ウエイトリフティング

スポーツ関係者 宮﨑　雅俊 プロテニスプレイヤー

経営者 宮﨑　吉明

学識経験者 宮地　竹史
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歌手 三山　ひろし

会社員 宮本　俊一

経営者 宮脇　修

経営者 宮脇　修一

空手家 三好　一男

エッセイスト 三好　礼子 フリーライターエッセイスト（四万十大使）

会社員 武者　弘晃 金融業

漫画家 村岡　マサヒロ

会社員 村上　陽人 保険業

経済界 村上　健治 建設業

文化人 村上　典吏子

経済界 村田　晃一 製造業関連

文化人 森川　展男

経済界 森木　隆裕 公認会計士　高知県出身

スポーツ関係者 森島　寛晃

経済界 森　英俊 通信業関連

文化人 安岡　正人 大学教授

会社員 安田　雅彦

文化人 やすみ　りえ

文化人 矢内　廣

芸術関係者 矢野　健夫 飛行撮影家

会社員 山神　克己

会社員 山岸　高広

建築家 山口　英治

デザイナー 山口　裕子 株式会社サンリオ　取締役

経済界 山﨑　潤一郎 サービス業

経営者 山﨑　剛 バーテンダー

会社員 山崎　範夫

経営者 山﨑　道生

芸能関係者 山里　亮太

経済界（金融業関係） 山下　和稔

音楽家 山下　俊輔

県人会関係者 山下　真人

芸能関係者 山下　耀子
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文化人 山田　かをり

文化人 山田　宏巳

サイクリスト 山田　美緒

会社員 山田　裕司

会社員 山中　謙治 航空関連

自衛官 山中　詩乃

音楽家 山村　誠一

作家 山本　一力

会社員 山本　和弘

会社員 山本　耕平 保険業

経済界 山本　貴 サービス業

版画家 山本　容子 版画家（四万十大使）

会社員 山本　善三

経営者 横山　公大

ピアニスト 横山　幸雄

会社員 吉田　亮

文化人 吉田　玉翔 人形浄瑠璃文楽座　文楽・舞台俳優

経済界 吉田　憲司 金融業関連

マスコミ関係者 吉田　類 ライター

龍馬関係者 吉冨　慎作 地域振興プロデューサー

経営者 吉永　隆一

経営者 吉村　尚憲

会社員 依田　康夫

映画プロデューサー 米津　太

マスコミ関係者 和田　隆

料理人・経営者 渡邉　明

経済界 渡邉　博幸 建設業

国ＯＢ 渡辺　文雄

経営者 渡辺　正夫

経営者 渡辺　陽

芸能関係者 和田　正人 俳優

合計　　506名・組（R4.12.28時点) 敬称略　アイウエオ順
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