
本部役員 大学事務

氏　名 回 氏　名 回 氏　名 回 氏　名

近藤　 勝洪 54 理事 北海道 小谷 　　 勝 70 青森県 近藤麿史 65 事務局長 高橋慎一

東 　北 小松 　義典 64 岩手県 福成和幸 63 事務部長 米沢　 登

副 会 長 小山　  　理 55 関 　東 大川　　  新 62 宮城県 佐藤真奈美 73 人事部長 宮島靖志

藤井　 重壽 62 関 　東 奥山　 文雄 64 山形県 本間宗一 65 人事部 金子登志江

青柳 　裕易 69 東　 京 渡邉儀一郎 63 福島県 宮本昭雄 59 経理部 本山智子

西村 　正美 78 信 　越 中島眞里子 64 茨城県 森永和男 59 教務学生部副部長 中世古大介

北海道 金井　 義明 66 東　 海 河合  孝治 62 群馬県 永山礼久 63 庶務部長 高橋孝幸

東   北 千葉 　 　純 72 近 　畿 山田  貢司 67 埼玉県 小谷田　宏 61 病院事務部長 鈴木洋一

関   東 宍倉 　邦明 64 北 　陸 北崎　裕二 68 千葉県 中村幸成 61 Ｎ事務部長 若槻紀寿

学 　内 志賀　　  博 75 中 　国 山内　高史 63 山梨県 戸沢茂紀 62 Ｎ庶務部長 本宮由比子

信 　越 片山  　　修 62 四 　国 竹内　敏彦 72 長野県 中嶌　  哲 66 校友会 門脇将郎

東   海 松浦　 伸明 62 九　 州 三笘　　 司 65 静岡県 天野恵夫 61 校友会 小西智子

近   畿 南　　  英世 62 三重県 寺辺勝之 66 校友会 川畑真由美

北   陸 上田外喜男 66 湯浅　太郎 52 岐阜県 大竹和行 52 校友会 宮坂暢子

中 　国 宮﨑 　　章 67 鴨田　博司 62 富山県 安田　 篤 65

四 　国 是沢  恵三 62 藤井　達士 67 福井県 伊井克安 63

九　 州 佐野  　 直 65 光安　一夫 47 奈良県 平山隆浩 75

京都府 福井貞光 70

専務理事 倉治　 康男 62 大阪府 國分覚雄 68

常務理事 橋本　 博之 67 兵庫県 竹内英資 68

薄葉　 博史 69 岡山県 横見由貴夫 64

柴田 えり子 69 鳥取県 林 　伸伍 50

栗山　 　 聡 70 広島県 西村好一 63

大井　 　 了 71 島根県 吉田　 敬 67

田中　 良彦 71 徳島県 小笠復夫 61

佐藤　 全孝 74 香川県 山下喜世弘 63

宮川慎二郎 75 愛媛県 石崎一成 66

小倉　 陽子 87 高知県 國藤邦彦 64

福岡県 高橋省治 61

佐賀県 坂井一弥 66

長崎県 岩屋美津夫 69

大分県 河野俊夫 60

宮崎県 黒木新治 63

鹿児島県 中村勇三 63

沖縄県 渡口進一 59
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