
成蹊大学経済学部同窓会委員
（任期：２０１５年４月１日～２０１７年３月３１日）

○印 理事 ＊印 代議員（１０区）

会 長 ○諸見里 光⑽

副 会 長 ＊小泉 文明⑷ ＊野川 宏治⑽ ＊平 武俊⑾ ＊清水 智仁⒅

幹 事 長 ＊大山 卓治⑿

副幹事長 ＊赤石 益輝⒃ ＊岩岡 正哲23 ＊永野成一郎27

年次委員
第１回 佐々木信雄 佐堂 正宏 高根 邦明
第２回 浅井 正文 ＊小川 孝一 佐藤友一郎 ○吉益 裕二
第３回 小田部 裕 ○＊武田 彰 長岡 敏郎 宮本 雅史
第４回 ＊小泉 文明 ＊米倉豊比古
第５回 ＊岩壁 真澄 上治 信義
第６回 今津 康 大谷 秀夫 ＊小口 昌夫 織井 稔

＊加藤 哲夫 ＊塩田 暢毅 ＊永井 勝巳 西村 健次
第７回 ＊市川 勉 加賀美 郷 片岡 健 木村 元治

鶴田 潔 林 三津子 本多 紀雄 満藤 庸也
三野 武彦

第８回 砂金 康彦 尾崎 孝治 小澤順一郎 奥田 彰
加倉井寿子 日吉 康弘 前田 幹 山口 秀嗣
吉田 浩之

第９回 石井 信成 磯野 総一 小宮山恒敏 清水 利剛
澁谷 博史 原田恵美子 茂木 知子 森本 一彦

第１０回 朝倉 敬子 伊藤 昌弘 ＊鎌形 篤 五来 純
田中久美子 田中 圭介 寺本 正之 成田 久子
西野 恵子 西原 秀樹 ＊野川 宏治 牧野 朗子
○諸見里 光

第１１回 有村 博之 ＊平 武俊 土居 典子
第１２回 伊藤 泰子 ＊大山 卓治 栗山 則武 白土 英成
第１３回
第１４回 芹沢 修 田中 勲 廣野 研一
第１５回 中村 潤 三舟 敏夫
第１６回 ＊赤石 益輝 鮎川 純太 石田 克己 井手 京子

香月 秋裕 千葉 真弓 三重野裕路 山﨑 大樹
第１７回 金井 俊明 ＊武内 利博 松井 美香
第１８回 ＊浅尾 祥子 奥田 美幸 ＊清水 智仁 松田 達也
第１９回 大矢知幸裕 鈴木 隆美 高瀬 正弘 原島 和則
第２０回 木村 正浩 藤野 裕司
第２１回 小泉 資興 ＊髙橋 有紀 ＊森 一憲
第２２回 小林 剛 山口 明宏 渡辺 政義
第２３回 ＊岩岡 正哲 熊谷佳奈子 今 太一 武田 佳子

＊樋口 喜之 三上 嘉賢

― 21 ―



年次委員
第２４回 大芝 光輝 清水 和久 伴 正毅
第２５回 ＊田中 正紀
第２６回 金澤 将行 正野崎圭一郎
第２７回 糸賀 洋介 菅野 浩司 ＊永野成一郎
第２８回 小川 靖史 大村 佳史
第２９回 岩瀬 亜紀 ＊根岸 宏彰 ＊松本 光弘 山本美樹子
第３０回 坂本 尚之 西山 真人 平賀 文也
第３１回 秋山 健児 角原 匡 高橋 大和 高村 昌寛

依光健太郎
第３２回 加藤 光国 鈴木 俊史 中野孝一郎 三宅陽一郎
第３３回
第３４回
第３５回 伊佐 直子 田部井絵美 高瀬貴実子 中澤 春奈

東村 優作 ＊諸田徳太郎 綿谷 浩明
第３６回 新井 実生 石田 公一 桐山登史子 水盛孝太郎

山本 聖也 渡辺 恵子
第３７回 安達 康二 伊藤 利晃 岩沢 伝朗 川村 美樹

橘 裕子 土屋 英貴 吉田 利枝
第３８回 稲田 雄紀 沢村 寿一 清水 啓己 鈴木 舞

竹内 惠 橋本 丈史
第３９回 稲田 三郎 大石めぐみ 北原小百合 久保田美紀

佐藤 公一 佐藤 健喜 髙堂 周平 武内 勇樹
西 雄士 萩原香緒里 秦 耕子 増田 昌哲

第４０回 有田 朋未 鎌田由利恵 竹田かすみ 増田 良平
水嶋麻紀子 森 秀史 山田 祐子

第４１回 ＊飯井 郁弥 生稲 敏幸 工藤 憲人 黒田真由美
小林 由季 田中 慧 久岡 恵一 三雲 淳
水口 花織 横尾 真司 渡辺 威文

第４２回 大村 沙紀 髙田 結花 高橋 美樹 田中 孝治
中山 智弘 松本真奈美 吉澤茉里奈 和田 憲明

第４３回 大屋 早希 川田 剛大 鶴田 雄大 山田 大智
山本 未実 湯原 光

第４４回 阿部 太郎 市倉 理之 片桐慎之介 倉田 優歩
松井 映希 三春 駿 水野奈保子 米倉 貴宏

第４５回 飯田 佳明 木村 翔太 齋藤 美輝 関 成実
盛岡こなつ 山田 涼太 吉田 光

第４６回 青木 仁美 池田 将 大友彩也香 岡田 拓也
柴﨑 美織 瀬戸 啓 竹内 光弘 田辺龍之亮
谷口 慧 中嶋 将光 野口 真以 浜田 伸樹
吉野 弘一 和田 悠暉
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