
成蹊大学文学部同窓会委員
（任期：２０１９年４月１日～２０２１年３月３１日）

○印 理事 ＊印 代議員（９区）

会 長 ○＊千代延町子⑻

副 会 長 ＊澤井 明子⑺ ＊柏木 節⑼ ＊麻生 薫子⒇

幹 事 長 ＊布川 純子⑼

幹 事 尾日向多津子⑹ ＊丸居 里枝⑺ ＊松田 直子⑼ ＊水本 桂子⒁
＊藤田 淑子⒇

委 員
第１回 ＊桑田 桂子
第２回 煙谷 慶子
第３回 小山佳代子
第４回 倉島 喜一
第５回 ＊板橋 啓子
第６回 尾日向多津子 森田 厚
第７回 ＊澤井 明子 ＊丸居 里枝 ＊村田比佐子
第８回 ○＊髙山 知也 ○＊千代延町子 南雲 一乃 鳴海 京子
第９回 ＊朝妻 敦子 大塚佳久子 ＊柏木 節 ＊中村かつ美 ＊新見 多可

＊布川 純子 ＊堀江 嘉子 ＊松田 直子 ＊森嶋由美子
第１０回 小野 尚子 高杉眞知子 西村 方子 ＊三浦 理恵
第１１回 関口さよ子 西岡 厚子 藤倉 佳美 武藤真由美 谷塚 秀美
第１２回 三原由起子
第１３回
第１４回 片岡 玉恵 西郷 敦子 田中起始子 中部 智子 ＊水本 桂子
第１５回 高橋 昌志
第１６回
第１７回 荒木美由紀 ＊五十嵐美和 ＊飯島 由香 石橋 尚子 黒澤 文子

＊船津 篤子
第１８回 岡部 覚
第１９回 榎本 郁子
第２０回 ＊麻生 薫子 ＊高木 まり ＊藤田 淑子
第２１回 望月 滋実
第２２回 海上 直士
第２３回 ＊石井 由紀
第２４回
第２５回 久保田浩友
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委 員
第２６回 阿部 陽子
第２７回 小嶋なを子 野田 美和
第２８回
第２９回 山福 華織
第３０回 越智 有紀 小林麻衣子
第３１回
第３２回
第３３回
第３４回 鈴木 亮
第３５回 大谷 修司
第３６回
第３７回 織本 敦司
第３８回 齋藤 直人
第３９回
第４０回 佐藤ちあき
第４１回 内田恵利子 内田 諒輔 佐藤 健太 榊 真依子 比田井一生

細野 晴香 宮城すみか 森 麻利恵
第４２回 井上 倫子 上野 耕平 白井 健 田嶋 優 田野辺裕史

髙島 緑 髙橋 宏輔 細川 貴史
第４３回 新井ゆかり 加賀 愛有 染谷 頼成 西川 朋実 二宮由梨絵

茂木 愛未 渡邉 光紀
第４４回 小堀 愛美 荘司 里菜 辻 愛美 橋場 涼
第４５回 小林 愛 小林 苑生 常盤 知里 藤坂 章正
第４６回 鵜飼 大生 岡田 千穂 荻原 尚子 荻原 宏史 金子 葉月

倉澤 昂之 小林 杏澄 佐藤 綾香 酒井 理絵 田島 達也
中原久美子 吉原 順子

第４７回 石崎 志歩 小笠原覚子 篠 美希 霜島 千裕 杉村佑里絵
髙田 麻衣 永田 優人 三塩 柾也 宮里 早季

第４８回 荒木和香奈 池田 寛太 榎本 菜月 大内キャロライン遙
小池 真子 鷹島 輝彦 徳永 裕 宮尾百合香

第４９回 片山 夏実 齋藤 起慧 清水 咲希 柴田 龍希 助川 和真
田中 朝子 中根 美夢 松崎 豪 野内沙也加 吉本 有香

第５０回 浅野 里奈 大川実沙子 小原 奈緒 近藤 美緒 末松 紗歩
高橋 耀 竹林 諒 外山 佳季 松倉 由佳

第５１回 一宮 健人 菊地ひとみ 久代 羽純 栗山沙和子 黒田 諄平
眞田 望華 神 幸弥 角屋敷愛絵 松田 奈穂 山﨑 梓乃
吉田 有那
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