
【同窓会本部役員】

回生/ｸﾗｽ 卒業 氏名 役職 生/ｸﾗｽ 卒業 氏名 役職

12④ S47 伊藤 恒一 会⾧ 13③ S48 佐藤 能博 幹事･学年幹事

12② S47 五島 達明 会⾧代行 14③ S49 安江 雅隆 幹事･学年幹事

12④ S47 塚本 省二 筆頭副会⾧･学年幹事 14⑥ S49 大森 伴樹 幹事･学年幹事

12③ S47 古川 義之 副会⾧ 15④ S50 水野 一正 幹事

12⑦ S47 平井 康之 副会⾧ 15⑦ S50 篠原 一行 幹事

13⑦ S48 佐橋 政信 副会⾧ 16③ S51 伊藤 守 幹事

14② S49 加藤 文雄 副会⾧ 18① S53 吉川 厚志 幹事

15② S50 小林 昌臣 副会⾧･学年幹事 18⑤ S53 曽根 敏治 幹事

17⑥ S52 春田 宣康 副会⾧ 19① S54 加藤 健治 幹事･学年幹事

21⑧ S56 飯田 道広 副会⾧･学年幹事 19⑦ S54 田中 直樹 幹事･学年幹事

5④ S40 酒井 忠造 監査･学年幹事 23① S58 金子 友実 幹事･学年幹事

7① S42 鈴木 正夫 監査･学年幹事 23③ S58 梶田 暢克 幹事･学年幹事

13④ S48 水野 尚之 関西支部支部⾧ 23③ S58 土屋 早苗 幹事･学年幹事

15⑥ S50 羅本 礼二 東京支部支部⾧ 23⑤ S58 千賀 研治 幹事･学年幹事

20⑦ S55 小栗 英幸 学校⾧ 24③ S59 河合 俊宏 幹事

20⑤ S55 加藤 和郎 渉外担当 24③ S59 伊藤 香代 幹事

22⑦ S57 和田 修 渉外担当 24③ S59 谷口 知子 幹事

34⑥ H6 小玉 淳 本部事務局 25④ S60 佐藤 円一郎 幹事･学年幹事

33① H5 小玉 亜矢子 本部事務局 26⑧ S61 大竹 正道 幹事

9⑥ S44 奥村 映美 幹事 28② S63 溝口 武 幹事

9⑦ S44 堀田 篤子 幹事 35⑥ H7 宮本 賢二 幹事

10③ S45 八橋 祐司 幹事･学年幹事 46① H18 古川 望 幹事

10⑥ S45 柴田 芳樹 幹事 46② H18 岡本 匡史 幹事

12① S47 水野 安造 幹事 46② H18 頼富 祐斗 幹事

12② S47 古田 定昭 幹事 46② H18 井川 久美子 幹事

12④ S47 柘植 宏一 幹事

12④ S47 原田 英明 幹事

12④ S47 加藤 啓子 幹事

12⑤ S47 野口 智夫 幹事

12⑥ S47 水野 和正 幹事

12⑥ S47 小木曽 祐一 幹事

12⑥ S47 中山 深雪 幹事

12⑦ S47 鈴木 喜晴 幹事

12⑦ S47 加藤 倫子 幹事･学年幹事


