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次    第 
 

 

 

【協議事項】 

 １．役員選任の件 

  （１）幹事 

  （２）代表幹事 

  （３）会計監事 

 

 

----------------------------------------------------------- 

【次回以降開催予定】ご予定ください 

秋季代議員会 ２０２０年 ９月２６日(土) [メール審議となります] 

春季代議員会 ２０２１年 ３月１３日(土) [会場：大隈講堂]  

 



（五十音順、敬称略、★は新任）

氏　名　カ　ナ 学部/研究科

1 秋山　多美子 アキヤマ　タミコ １９８９年 (平成元年) 教育

2 朝田　賢治 アサダ　ケンジ １９８５年 (昭和60年) 教育

3 ★ 雨宮　敏徳 アメミヤ　トシノリ 　１９７８年 (昭和53年) 商学

4 ★ 生駒　健一郎 イコマ　ケンイチロウ １９９３年 (平成5年) 文学

5 ★ 井坂　康志 イサカ　ヤスシ １９９６年 (平成8年) 政経

6 井上　文人 イノウエ　フミト １９８６年 (昭和61年) 社学

7 浦上　彰 ウラカミ　アキラ １９８９年 (平成元年) 教育

8 ★ 遠藤　真也 エンドウ　シンヤ １９９３年 (平成5年) 教育

9 ★ 大河内　博 オオコウチ　ヒロシ １９８９年 (昭和64年) 理工

10 大島　正敬 オオシマ　マサユキ
１９７８年
１９８０年

(昭和53年)
(昭和55年)

理工
工研

11 大橋　修 オオハシ　オサム １９７９年 (昭和54年) 理工

12 ★ 岡本　隆一 オカモト　リユウイチ １９８０年 (昭和55年) 社学

13 荻野　嘉彦 オギノ　ヨシヒコ １９９３年 (平成5年) 政経

14 ★ 奥野　景介 オクノ　ケイスケ １９８８年 (昭和63年) 教育

15 ★ 折原　圭太 オリハラ　ケイタ １９８７年 (昭和62年) 文学

16 勝山　宏則 カツヤマ　ヒロノリ １９９０年 (平成2年) 理工

17 加藤　邦治 カトウ　クニハル １９８９年 (昭和64年) 法学

18 ★ 金子　秀二 カネコ　ヒデジ １９８１年 (昭和56年) 政経

19 亀井　裕子 カメイ　ヒロコ １９９０年 (平成2年) 政経

20 ★ 河井　志帆 カワイ　シホ ２０００年 (平成12年) 教育

21 河口　俊二 カワグチ　シュンジ １９８６年 (昭和61年) 社学

22 菊地　哲榮 キクチ　アキヒデ １９６８年 (昭和43年) 理工

23 河野　貴美子 コウノ　キミコ
１９８７年
１９９４年
２００４年

(昭和62年）
(平成6年）
(平成16年）

文学
文研Ｍ
文研Ｄ

24 齋藤　一茂 サイトウ　カズシゲ ２００１年 (平成13年) 商学

25 ★ 櫻井　徹 サクライ　テツ １９９２年 (平成4年) 商学

26 ★ 笹田　裕 ササダ　ユタカ １９７９年 (昭和54年) 教育

27 ★ 椎名　俊朗 シイナ　トシアキ １９９１年 (平成3年) 商学

28 首藤　信彦　 シュドウ　ノブヒコ １９７５年 (昭和50年) 政経

29 ★ 新田　力 シンデン　チカラ １９８４年 (昭和59年) 商学

30 ★ 鈴木　隆幸 スズキ　タカユキ １９８９年 (昭和64年) 商学

31 ★ 高橋　宗吾 タカハシ　ソウゴ
２０１２年
２０１４年

(平成24年)
(平成26年)

法学
法務研

32 高橋　葉子 タカハシ　ヨウコ １９９２年 (平成4年) 商学

33 立木　欣吾 タツキ　キンゴ １９７６年 (昭和51年) 政経

34 ★ 永沼　宏之 ナガヌマ　ヒロユキ １９９５年 (平成7年) 政経

35 ★ 南雲　靖夫 ナグモ　ヤスオ １９９０年 (平成2年) 社学

2020.6.27-2020.7.3
臨時代議員会

協議事項１．役員選任の件　　校友会本部役員（幹事・代表幹事・会計監事）候補者名簿

氏　名
★は新任の幹事・会計監事 卒　年　次

（１）幹事



氏　名　カ　ナ 学部/研究科
氏　名

★は新任の幹事・会計監事 卒　年　次

36 ★ 西村　修一 ニシムラ　シュウイチ １９７８年 (昭和53年) 文学

37 野地　整 ノジ　タダシ １９９４年 (平成6年) 人科

38 萩原　千史 ハギハラ　チフミ １９７９年 (昭和54年) 文学

39 東島　正樹 ヒガシジマ　マサキ １９７６年 (昭和51年) 法学

40 藤瀬　敏彦 フジセ　トシヒコ １９７９年 (昭和54年) 社学

41 藤本　さつき フジモト　サツキ １９８９年 (昭和64年) 教育

42 堀切　茂友 ホリキリ　シゲトモ １９８７年 (昭和62年) 教育

43 前坂　健二郎 マエサカ　ケンジロウ １９９３年 (平成5年) 教育

44 増田　光利 マスダ　ミツトシ １９９０年 (平成2年) 商学

45 松下　八寿彦 マツシタ　ヤスヒコ １９８１年 (昭和56年) 商学

46 萬代　晃 マンダイ　アキラ １９６９年 (昭和44年) 商学

47 水野　浩治 ミズノ　コウジ １９８３年 (昭和58年) 法学

48 見田　元 ミタ　ハジメ １９７４年 (昭和49年) 法学

49 三石　由起子 ミツイシ　ユキコ １９８１年 (昭和56年) 文学

50 守屋　泰宏 モリヤ　ヤスヒロ １９９２年 (平成4年) 政経

51 ★ 谷古宇　文宏 ヤコウ　フミヒロ １９８７年 (昭和62年) 商学

52 安田　博 ヤスダ　ヒロシ １９８２年 (昭和57年) 商学

53 安富 由美子 ヤストミ　ユミコ
１９８２年
１９８９年

(昭和57年)
(平成元年)

文学
文研Ｄ

54 山田　政司 ヤマダ　マサシ １９７３年 (昭和48年) 商学

55 ★ 吉本　明加 ヨシモト　ハルカ ２００１年 (平成13年) 社学

以上　候補者　55人

1 萬代　晃 マンダイ　アキラ １９６９年 (昭和44年) 商学

以上　候補者　1人

1 近野　博 コンノ　ヒロシ １９７０年 (昭和45年） 商学

2 富永　和也 トミナガ　カズナリ １９７５年 (昭和50年） 商学

以上　候補者　２人

（２）代表幹事

（３）会計監事


