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

○印 理事 ＊印 代議員（１１区）

会 長 ○＊武藤 正司⑻

副 会 長 ＊鈴木 茂之⑻ ＊多羅尾智子⑻ ＊毛利 任宏⑾ ＊野澤 幸弘⒀
＊石川 尚⒁

幹 事 長 ＊髙橋 章建⒃

副幹事長 ＊小山 倫子⑽ 和久井憲子⒀ ＊石原美和子⒁ ＊浅沼 雅行⒄
杉山 昌樹⒄ ＊城ノ戸賢治⒅ ＊小原 克彦⒇ 日髙 曉子29
西村 武士31

委 員
第１回 佐方 節子 嶋田 正哉 ＊高井 昌史 畑田 正樹
第２回 望田 秀雄
第３回 ○＊力石 浩 保坂 正美
第４回 ＊赤星 有一 岡 正道 平本 勉
第５回 ＊藤本 信一
第６回 ＊小石原耕作 鈴木 守夫 髙橋 龍一 中西 健二

原田 進 吉﨑 一郎
第７回 石井 正子 桑島 冬樹 古村 基 柴山 和子

野村 和志 逸見 由美 溝呂木秀悦
第８回 安倍 晋三 ＊秋保 浩次 大山 光男 ＊鈴木 茂之

＊多羅尾智子 ○＊武藤 正司
第９回 ＊泉 敬士 一木 淳 久我 善子 関田 晃嗣

谷 靖馬 坪田 稔 服部 圭宏 山本 祐子
第１０回 石原 亮 江橋 治郎 岡崎 芳子 ＊岡島 陽子

＊小山 倫子 関 敏行 田中 毅夫 林 桂二
福本 啓志 栁田 明子 山田 洋一

第１１回 原口 芳久 村田 肇 ＊毛利 任宏
第１２回 今井 輝人 兵藤 済
第１３回 壹岐 正 小峰 喜雄 辰井 健 ＊野澤 幸弘

＊福井 保 和久井憲子
第１４回 ＊石川 尚 ＊石原美和子 澤田 勇輔 東川 徳子

長岡 謙作 ＊深田 一彦 森 康高
第１５回 藤倉雅一郎
第１６回 宇土澤 清 神谷 昭広 高野 守 ＊髙橋 章建
第１７回 ＊浅沼 雅行 伊藤 浩 木所 充 杉山 昌樹

山須 晋也
第１８回 ＊城ノ戸賢治 久保 昌也 斎藤 隆志 瀬戸山聡子

成田 幹代
第１９回 泉 晴久 土田 士明
第２０回 伊藤 豊和 ＊小原 克彦
第２１回
第２２回 ＊上田 隆時 榊原 弘仁 山田 俊明
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委 員
第２３回 今井 宏文 大熊 仁
第２４回 橘 茂雄 芳賀 俊彰
第２５回 長谷川万樹子
第２６回 青山 剛之 荒井幸之助 菊地 英之 三井 裕
第２７回 安東 直 井柳 美紀 片山 崇 亀田菜穂子

髙橋 泰
第２８回 安藤 智之 富田 竜司
第２９回 押切 孝雄 外村 哲 永井 孝郎 中川 容子

日髙 曉子
第３０回 浅川 志保 髙田永里子 枦山 千絵
第３１回 西村 武士
第３２回 平尾宏一郎 矢原 晶子
第３３回 田嶋 孝規
第３４回 ＊福原 竜一
第３５回 石田 哲郎 小野 公督 奥山 貴裕 中島 博子

本多 優花
第３６回 青山 和彦 渥美 雅夫 鎌田 英里 河内恵里香

奈良 智彦 平野 龍一
第３７回 青山 純也 土屋智恵子 松永 智彦 吉澤 敦子
第３８回 相澤 順也 井上 明 河野 壮宏 髙尾真太郎

田邉 直記 長竹 陽介
第３９回 石川 光彦 畝村 直弥 海津 英二 高木 華子

高柳 勇希 中川祐里子 橋本 雄司 宗像 真弓
六川 有紀

第４０回 赤塚 俊彦 楫野 晋司 小杉亜紀雄 佐藤 遼平
篠原 政之 下地 真弥 鈴木 真司 鈴木 千草
田河 章宏 中野 成泰 広瀬 和代

第４１回 伊藤 匠 大谷 宝慧 大村 秋穂 長部 良佑
菊地 健人 金 洋行 西海 恒平 佐藤美奈都
関 尚文 丹原 淳 虎岩 彩香

第４２回 荒井 駿也 石川 昌子 小松 祐佳 鈴木 将太
髙濵 匠 鶴田 麻季 奈良 彩香 宮坂 舞
吉永 亮

第４３回 朝比奈賢哉 井上 雄貴 大塚 雅充 小野 裕生
亀井 裕太 小番 康吉 平塚 秀和 羽染 達也
藤原 弘太

第４４回 西出 成美 服部 陽佑 宮本 純子 吉野 史英
渡邉 竜也

第４５回 浅見 竜二 小野 祥平 國尾 穏敬 佐藤 健司
千脇 優毅

第４６回 飯田 真弥 小紫 哲也 髙井康太郎 寺沢 俊亮
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