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明治学院同窓会
評議員会　資料No.1

役職 No. 氏名 卒年・学校・学科 備考 役職 No. 氏名 卒年・学校・学科 備考

会長 1 竹越　浩一 1964高校・1968大経 評議員 29 小川　裕子 1970大仏 理事会

評議員 30 石川　万里子 2005大福 理事会

副会長 1 中野　 薫 1986大法 評議員 31 松田　富雄 1981大経 北海道ブロック

副会長 2 評議員 32 水上　健治 1962大経 東北ブロック

副会長 3 芝間　衛 1969年大経最終 会長指名副会長 評議員 33 吉田　健一 1970大商 北関東ブロック

評議員 34 増村　広一 1973大商 埼玉ブロック

理事 1 原田　健一 1982大法 大学同窓会 評議員 35 橋本　和 1972大経 千葉ブロック

理事 2 山本　好政 1980大英 大学同窓会 評議員 36 芝　耕太郎 1985高校 東京 港・目黒支部

理事 3 中学校・高校同窓会 評議員 37 高野　芳男 1969高校 神奈川ブロック

理事 4 中学校・高校同窓会 評議員 38 甲信越ブロック

理事 5 端　　晶弘 1985中・1988村高・1992大仏 中学校･東村山高校同窓会 評議員 39 酒井　修二 1971大経 北陸ブロック

理事 6 長岡　宣好 1970村高 中学校･東村山高校同窓会 評議員 40 松下　勝英 1974大商 東海ブロック

理事 7 TMG同窓会 評議員 41 牧野　一元 1968大社 近畿ブロック

理事 8 TMG同窓会 評議員 42 久米　秀三 1975大法 中国・四国ブロック

理事 9 阿部　晃久 1974中・1977村高 東京ブロック 評議員 43 木村　浩司 1985大福 九州・沖縄ブロック

理事 10 永井　 彪 1968大経 神奈川ブロック 評議員 44 村上　俊哉 1983大経 札幌支部

理事 11 伊藤　幾造 1968大経 埼玉ブロック 評議員 45 森内　美夫 1979大仏 青森県支部

理事 12 菊地　克之 1975高校・1979大社 千葉ブロック 評議員 46 森　雅之 1986大仏 岩手県支部

理事 13 上谷　英二 1968高校・1972大経 港・目黒支部 評議員 47 石岡　和志 1988大法 秋田県支部

理事 14 塚本　京子 1978大法 世田谷支部 評議員 48 戸室　輝信 1972大社 宮城県支部

理事 15 高里　昇 1978大英 大田支部 評議員 49 堺  健一郎 1973大経 山形県支部

理事 16 荒井　一枝 1970大福 横浜支部 評議員 50 福島県支部

理事 17 柏木　美和子 1966大社・2007社博 理事会 評議員 51 清水　真人 2002大商 群馬県支部

理事 18 中田　孝彦 1975大経 理事会 評議員 52 篠崎　務 1983大福 栃木県支部

理事 19 岡田　邦男 1983大社 理事会 評議員 53 関　 裕一郎 2001大経 茨城県支部

理事 20 桑原　清文 1972大法 理事会 評議員 54 髙橋　東三 1962大経 さいたま浦和支部

理事 21 徳沢　幸人 1973大法 理事会 評議員 55 飯田　晃久 2006年大法 千葉中央支部

理事 22 平田　秀春 1968大商 理事会 評議員 56 柏原　明 1972大商 東京 港・目黒支部

評議員 57 渡辺　晴彦 1968大経 横浜支部

監事 1 星　　進 1972大経 評議員 58 新潟県支部

監事 2 黒田　泰浩 1972高校・1976大商 評議員 59 長野県

評議員 60 山梨県支部

評議員 61 中島　俊彦 1993大法 富山県支部

評議員 1 大石　尚彦 1980大法 大学同窓会 評議員 62 田村　和義 1979大福 石川県支部

評議員 2 楢原　泰一 1994村高・98大政 大学同窓会 評議員 63 吉村　哲也 1991大法 福井県支部

評議員 3 大嶋　俊治 1983大経 大学同窓会 評議員 64 亀井　毅雄 1990大経 愛知県支部

評議員 4 新井　明子 1985大法 大学同窓会 評議員 65 高松　裕二 1983大経 岐阜県支部

評議員 5 飛木　かおる 1977大社 大学同窓会 評議員 66 川面　幸蔵 1973大商 三重県支部

評議員 6 中学校・高校同窓会 評議員 67 大山　晴康 1963大英 静岡県支部

評議員 7 中学校・高校同窓会 評議員 68 奈良県支部

評議員 8 中学校・高校同窓会 評議員 69 大阪府支部

評議員 9 中学校・高校同窓会 評議員 70 山田　一郎 1974村高・1978大商 兵庫県支部

評議員 10 中学校・高校同窓会 評議員 71 前原　利生 1974大法 京都府支部

評議員 11 黒川　 亮 1963中学・1966村校・1970大商 中学校･東村山高校同窓会 評議員 72 小林　慈誠 1998大政 滋賀県支部

評議員 12 衣笠　勝幸 1967村高 中学校･東村山高校同窓会 評議員 73 南　   成明 1979大法 和歌山県支部

評議員 13 中山　友人 1982村中・1985村高 中学校･東村山高校同窓会 評議員 74 生本　尚久 1992大社 岡山県支部

評議員 14 土屋　 勇 1983村高・1987大英 中学校･東村山高校同窓会 評議員 75 青木　博 1976大仏 広島県支部

評議員 15 内山　 博司 1982村高・1988大商 中学校･東村山高校同窓会 評議員 76 地原　忠実 1978大法 鳥取県支部

評議員 16 TMG同窓会 評議員 77 恩田　公近 1971大商 島根県支部

評議員 17 TMG同窓会 評議員 78 岡　美絵 1980大福 山口県支部

評議員 18 TMG同窓会 評議員 79 喜多　敏雄 1976大法 香川県支部

評議員 19 TMG同窓会 評議員 80 天野　俊雄 1968大経 愛媛県支部

評議員 20 TMG同窓会 評議員 81 高知県支部

評議員 21 大東　 億 1968高校 理事会 評議員 82 中張　茂 1975年大法 徳島県支部

評議員 22 飯島　聡子 1997大国 理事会 評議員 83 岩城　嗣郎 1964大英 福岡県支部

評議員 23 大嶋　國枝 1966大英 理事会 評議員 84 貞島　靖彦 1980大法 佐賀県支部

評議員 24 齊藤　誠 1974高・78大経 理事会 評議員 85 長崎県支部

評議員 25 坂本　晃子 1994大法 理事会 評議員 86 亀島　栄司 1975大経 大分県支部

評議員 26 永野　 豊 1973大英 理事会 評議員 87 倉岡　伸行 1978大商 熊本県支部

評議員 27 河合　良郎 1970高・74大社 理事会 評議員 88 中下　和幸 1977大商 宮崎県支部

評議員 28 山田　武弘 2007大経 理事会 評議員 89 塚脇　伸 1975大法 鹿児島県支部

評議員 90 鬼塚　典匡 1990大商 沖縄県支部


