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6 主な活動と決算・予算
校友会本部の行事 都道府県校友会の行事

●第1回未来人財特別委員会（13日）
●第1回未来人財育成基金募集推進
特別委員会（13日）

●第1回三役会（20日）
●第1回常任幹事会（20日）

４
月

●九州・沖縄ブロック会議・RFS会議（11日）
●第6回100周年記念オール立命館校友
大会実行委員会（18日）

●第13回100周年記念事業特別委員会
記念誌部会（18日）

●第13回100周年記念事業特別委員会（18日）
●第1回総務委員会（18日）
●+R校友会未来人財育成奨学金成果
報告会（19日）

●第1回財務委員会（24日）

５
月

●幹事会（1日）
●第2回三役会（1日）
●第2回常任幹事会（1日）
●第1回広報委員会（19日）
●東海エリア新校友歓迎会（22日）
●「りつめい」277号発行

６
月

●関東、東海、関西はじめ各地で
新校友歓迎イベント（6月～ 7月）

●各都道府県校友会総会ピーク期
（前半）（6月～ 8月上旬）

●中国・四国ブロック会議（6日）
●+R校友会未来人財育成奨学金
（成長支援）授与式（18日）
●関東エリア新校友歓迎会（22日）

７
月

●北海道・東北ブロック会議（31日） ８
月

●第7回100周年記念オール立命館校友
大会実行委員会（14日）

●第14回100周年記念事業特別委員会
（14日）
●第2回総務委員会（14日）
●+R校友会未来人財育成奨学金
（海外留学支援）成果報告会（21日）
●立命館大学前期卒業式・大学院学位
授与式（23日）

●第2回広報委員会（25日）
●+R校友会未来人財育成奨学金中間
交流会（28日）

●第3回三役会（28日）
●第3回常任幹事会（28日）
●「りつめい」278号発行

９
月

●各都道府県校友会総会ピーク期
　　（後半）（9月～ 11月）

校友会本部の行事 都道府県校友会の行事

●100周年記念オール立命館校友大会
（19日）
●学園役職者と校友会三役の懇談会
（20日）

10
月

11
月

●第8回100周年記念オール立命館校友
大会実行委員会（7日）

●第3回総務委員会（7日）
●第3回広報委員会（11日）
●第2回財務委員会（19日）
●「りつめい」279号発行

12
月

●第2回未来人材育成基金募集推進
特別委員会（18日）

●第2回未来人財特別委員会（18日）
●学園役職者と校友会三役の懇談会
（24日）
●第4回三役会（25日）
●第4回常任幹事会（25日）

１
月

●第5回三役会（中止）
●第5回常任幹事会（中止）
●全国都道府県校友会代表者会議（中止）

２
月

●第4回広報委員会（中止）
●第4回総務委員会（中止）
●第15回100周年記念事業特別委員会
（中止）
●立命館大学後期卒業式・大学院学位
授与式（中止）

●「りつめい」280号発行

３
月

2019年度実績

例年、全52都道府県校友会
のうち約3割が、この時期に
総会を開催

例年、全52都道府県校友会
のうち約6割が、この時期に
総会を開催

例年、全52都道府県校友会
のうち約1割が、この時期に
総会を開催

●各都道府県校友会総会
（12月～ 2月）
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2019年度　決算
●収支決算書（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

●貸借対照表（2020年3月31日現在）

〈経常収入の部〉 （単位：円）

科　目 決算額
会費収入 226,890,000
資産運用収入 387,555
組織強化事業収入 1,528,500
校友大会事業収入 13,336,199
広報事業収入 26,204,764
復興支援事業収入 770,400
その他の収入 28,601
経常収入合計 269,146,019

〈経常支出の部〉 （単位：円）

科　目 決算額
組織強化事業支出 38,757,652
校友大会事業支出 109,898,724
広報事業支出 85,122,224
母校支援事業支出 515,063,150
復興支援事業支出 2,839,159
校友会記念事業支出 28,387,743
人件費支出 24,955,775
運営費支出 27,839,958
経常支出合計 832,864,385
経常収支差額 △ 563,718,366

〈その他資金収入の部〉 （単位：円）
科　目 決算額

校友会基金取崩収入 600,000,000
前期末未収金収入 0
立替金回収収入 0
預り金収入 59,829,224
前払金収入 0
期末未収金 0
その他資金収入合計 659,829,224

〈その他資金支出の部〉 （単位：円）
科　目 決算額

校友会基金積立金支出 0
その他の支出 0
前期末未払金支払支出 286,479
立替金支払支出 0
預り金支払支出 42,279,224
前払金支払支出 0
期末未払金 △ 20,262,043
その他資金支出合計 22,303,660
その他資金収支差額 637,525,564

当期収支差額 73,807,198
前期繰越収支差額 71,627,580
次期繰越収支差額 145,434,778

〈資産の部〉 （単位：円）

科　目 決算額
現金預金 145,434,778
立替金 0
仮払金 0
前払金 0
未収金 0
定期預金 350,000,000
資産合計 495,434,778

〈負債の部〉 （単位：円）

科　目 決算額
未払金 20,262,043
預り金 87,360,000
負債合計 107,622,043

〈正味財産の部〉 （単位：円）

科　目 決算額
定期預金 350,000,000
運用財産 37,812,735
正味財産合計 387,812,735

負債および正味財産合計 495,434,778

2020年度　予算
●収支予算書（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

〈経常収入の部〉 （単位：円）

科　目 予算額
会費収入 220,780,000
資産運用収入 150,000
組織強化事業収入 1,000,000
校友大会事業収入 0
広報事業収入 26,100,000
社会貢献事業収入 3,500,000
その他の収入 50,000
経常収入合計 251,580,000

〈経常支出の部〉 （単位：円）

科　目 予算額
組織強化事業支出 40,820,000
校友大会事業支出 19,000,000
広報事業支出 97,200,000
母校支援事業支出 32,000,000
社会貢献事業支出 7,500,000
校友会記念事業支出 10,000,000
人件費支出 23,500,000
運営費支出 20,595,000
経常支出合計 250,615,000
＜経常収支差額＞ 965,000

〈その他資金収入の部〉（単位：円）
科　目 予算額

校友会基金取崩収入 0
前期末未収金収入 0
立替金回収収入 0
預り金収入 36,034,320
前払金収入 0
その他資金収入合計 36,034,320

〈その他資金支出の部〉（単位：円）
科　目 予算額

校友会基金積立金支出 0
その他の支出 0
前期末未払金支出 20,262,043
立替金支払支出 0
預り金支払支出 42,674,320
前払金支払支出 0
その他資金支出合計 62,936,363
その他資金収支差額 △ 26,902,043
予備費 0

当期収支差額 △ 25,937,043
前期繰越収支差額 145,434,778
次期繰越収支差額 119,497,735
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9 役員・委員会委員一覧
 （2020年8月現在）

村井　一雄 1951年 法
岸　　　要 1952年 理工
三木　庸行 1954年 経済
酒谷庄兵衛 1957年 経済
川崎　哲郎 1958年 経済
鄭　　東善 1958年 理工
山田啓二郎 1958年 理工
荒木　　敞 1959年 理工
北小路光男 1959年 理工
小林　祥造 1959年 法
多田　和生 1959年 文
橋本　崇弘 1959年 理工
福井　徳丞 1959年 経済
丸尾　智彦 1959年 経済
宮崎　房子 1959年 経済
児玉　弘毅 1961年 法
野村　　登 1961年 法
林　　國松 1962年 経済
坂東　照伸 1962年 法
松井珍男子 1962年 法
山本　良夫 1962年 経済

猿木　　守 1963年 経済
福元　正人 1963年 法
松田十四夫 1963年 理工
金　　禎昭 1964年 法
草木　紘司 1964年 法
松尾　唯光 1964年 法
村岡　　治 1964年 理工
中川　茂雄 1965年 経営
西幡　奎二 1965年 法
三角　浩史 1965年 法
久保　之俊 1966年 経済
市村　　勝 1967年 法
大工園　隆 1968年 法
野口　政憲 1968年 法
申　　俊雨 1969年 経営
仲　　治實 1969年 経営
長野　道夫 1969年 法
西元　泰光 1969年 産社
小林　義夫 1970年 法
山本　茂博 1970年 法
𠮷田　定雄 1975年 法

名誉校友名誉校友

名誉幹事

顧問

校友会本部役員

村上　健治 1970年 産社 元・大和ハウス工業（株）代表取締役社長

平林　幸子 1971年 法 京都中央信用金庫 相談役
川下　史朗 1972年 経済 元・（株）東芝 執行役常務・関西支社長
福元　寅典 1972年 経済 元・（株）南日本新聞社 専務取締役
林　　幸雄 1973年 産社 （株）電広エイジェンシー 相談役
伊藤　博行 1974年 理工 元・全日本空輸（株） 代表取締役副社長
佐藤友美子 1975年 文 追手門学院大学 地域創造学部 教授
小山　正彦 1979年 経済 （株）プリンスホテル 代表取締役社長
高橋祥二郎 1979年 経済 （株）滋賀銀行 取締役頭取
柴田　順夫 1981年 経営 南都コンピュータサービス（株） 代表取締役社長
森川　典子 1981年 産社 元・ボッシュ（株） 取締役副社長
奥村　陽一 1986年 院経営 立命館大学 経営管理研究科 教授
   

監 事
水田　宗人 1971年 産社 （福）西宮市社会福祉協議会 理事長
田中　康雄 1976年 法 元・（学）立命館 社会連携部長
鈴木　治一 1991年 法 植松・鈴木法律事務所 弁護士  
  

常任幹事
佐伯　希彦 1963年 理工
荒木　幸彦 1965年 法
坂口　博翁 1971年 院文
馬場　幸蔵 1976年 産社
水田　雅博 1976年 経済
森　　建一 1976年 理工
初村　雅敬 1978年 経済
木村　愛子 1979年 文
菊池　貞雄 1981年 産社
飯田　俊之 1982年 産社
佐野　哲夫 1982年 経済
西藤　崇浩 1983年 経済
櫻井久仁子 1983年 産社
竹内美奈子 1983年 法

会　　　長

副　会　長

藤岡　　剛 1949年 文
大浦　　孝 1953年 経済
道端　　進 1953年 経済
植松　繁一 1954年 法
岡　　泰造 1958年 経済
西村　義行 1960年 経済
中村　和歳 1961年 文
布垣　　豊 1961年 法
辻　　　寛 1962年 法
髙木茂太市 1963年 院法
飛鳥井雅和 1964年 法
髙﨑　秀夫 1967年 法

福井　啓介 1968年 法
渡辺　三彦 1968年 理工
小野　守通 1969年 経営
絈井　　憲 1969年 経済
髙橋　英幸 1969年 経済
佐竹　力総 1970年 法
住野　公一 1970年 経済
伊藤　　昇 1971年 法
岡野　益巳 1972年 理工
小畑　力人 1972年 経済
松村　勝弘 1972年 院経営
加藤美佐子 1977年 文

大南　正瑛 1954年 理工
川本　八郎 1958年 法
長田　豊臣 1965年 院文

山中　　諄 1965年 経済
吉田美喜夫 1977年 院法
川口　清史 教職員校友 

山岡　祐子 1983年 経済
安川　淳史 1984年 経済
安部　香一 1986年 産社
野口　義文 1986年 法
山添　祥統 1986年 経済
大西　秀紀 1987年 法
木田　成也 1988年 産社
小野　朋子 1992年 文
今中　智幸 1994年 法
乾　　光孝 1997年 文
野村　夏音 1999年 国関
安井　亜希 2007年 院法
ブイ・クワン・フイ 2011年 情理
 　　　　

MAX！！
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委員会委員
【総務委員会】

担当副会長  
福元　寅典 1972年 経済
委員長  
飯田　俊之 1982年 産社
委 員  
木村　武志 1980年 理工
今中　智幸 1994年 法
佐伯　祐左 1995年 院理工
姫野　直人 1997年 産社
大倉　昌子 2001年 法
小澤　拓己 2003年 理工
宮川　友子 2005年 法
田村　一也 2007年 産社
山谷　育子 2009年 文
大谷　俊介 2010年 院法務
後藤　美奈 2012年 院国関

【財務委員会】
担当副会長  
柴田　順夫 1981年 経営
委員長  
佐伯　希彦 1963年 理工
委 員  
奥田　昭一 1970年 理工
木村　吉男 1972年 経営
重松　英樹 1974年 経営
木村　保和 1975年 経済
嵯峨　法夫 1975年 法
豊田　耕三 2001年 文
松田　全功 2010年 院経営

【広報委員会】
担当副会長
森川　典子 1981年 産社 
委員長
乾　　光孝 1997年 文
委 員
髙橋　英子 1978年 産社
山岡　祐子 1983年 経済
日下部和弘 1985年 法
野口　義文 1986年 法
森　　　力 1995年 経済
加藤　良直 1999年 経済
人見　勅輔 2002年 法
榎本　暁子 2003年 国関
西村　　仁 2006年 院経営

安井　亜希 2007年 院法
五嶋　翔一 2010年 情理

【校友会未来人財育成基金募集　　
　　　　　　　推進特別委員会】
担当副会長
福元　寅典 1972年 経済
委員長
林　　幸雄 1973年 産社
副委員長
初村　雅敬 1978年 経済
委 員
北川　　猛 1974年 経済
水田　雅博 1976年 経済
森島　正信 1983年 文
三村　智春 1985年 産社
岡田　直之 1987年 産社
真鍋　佳樹 1988年 経営
岩崎　　明 1994年 法
姫野　直人 1997年 産社
大倉　昌子 2001年 法
豊田　耕三 2001年 文
丸井　久明 2001年 経営
駒形　哲也 2003年 院政策
上田耕太郎 2005年 産社
石塚　慶如 2008年 院法務

幹 事
古村　隆一 1958年 文
大沼　久明 1962年 法
木村　幸夫 1962年 理工
佐伯　希彦 1963年 理工
荒木　幸彦 1965年 法
菊池　　宏 1965年 文
木場　密雄 1965年 経営
糸洲　　昇 1966年 文
辻　　淳夫 1966年 経済
平井　雅章 1967年 経済
清弘　和毅 1968年 経済
東　　博司 1969年 経済
安達　　且 1969年 法
笠原　朋雄 1969年 産社
絈井　　憲 1969年 経済
正徳　孝夫 1969年 経済
奥田　昭一 1970年 理工
柏原　　晋 1970年 経営
住野　公一 1970年 経済
野口　美子 1970年 法

秦　伊知郎 1970年 産社
三上　欽三 1970年 経営
村上　健治 1970年 産社
守屋　博司 1970年 産社
荒井　芳二 1971年 法
市原　正博 1971年 経済
小畑　正敏 1971年 文
加藤　　誠 1971年 産社
坂口　博翁 1971年 院文
佐々木貞仁 1971年 経済
瀬見　英利 1971年 院理工
永井　　博 1971年 理工
平林　幸子 1971年 法
水田　宗人 1971年 産社
森下　良吉 1971年 経営
糸田川廣志 1972年 理工
岡野　益巳 1972年 理工
川下　史朗 1972年 経済
木村　吉男 1972年 経営
工藤　恭孝 1972年 法
今野　　謙 1972年 法
白石　　昭 1972年 産社
田村　哲朗 1972年 経営
西村　三郎 1972年 産社
福田　秀夫 1972年 産社
福元　寅典 1972年 経済
山下　　勇 1972年 理工
田嶋　　等 1973年 経済
谷口　博繁 1973年 文
中谷　恵剛 1973年 理工
林　　幸雄 1973年 産社
廣江夕佳理 1973年 産社
福井　清紀 1973年 理工
水木　　洋 1973年 法
宮野　正喜 1973年 理工
村上　長保 1973年 理工
伊香賀俊介 1974年 産社
伊藤　博行 1974年 理工
北川　　猛 1974年 経済
北野　綱成 1974年 法
重松　英樹 1974年 経営
城島　　久 1974年 経済
田中　　稔 1974年 経営
永尾　泰一 1974年 理工
西村　昌雄 1974年 理工
野口　邦夫 1974年 法
橋本　泰樹 1974年 法
本田　公一 1974年 産社 
山本　和美 1974年 理工

川崎　　毅 1975年 産社
川端　義明 1975年 法
木村　保和 1975年 経済
嵯峨　法夫 1975年 法
坂　　文彦 1975年 経営
佐藤友美子 1975年 文
髙木　春光 1975年 経済
増田　定次 1975年 経済
岩本　澄樹 1976年 産社
大野木昭夫 1976年 理工
加賀美長稔 1976年 産社
田中　康雄 1976年 法
地上弥須夫 1976年 産社
直野　清光 1976年 経営
馬場　幸蔵 1976年 産社
舩水　重利 1976年 文
松本　　等 1976年 産社
水田　雅博 1976年 経済
森　　建一 1976年 理工
森下　　功 1976年 経済
鈴木　昌治 1977年 経営
東宮　春生 1977年 経営
降幡　信秀 1977年 経営
前迫栄二郎 1977年 経営
松浦　康隆 1977年 経営
山田　和久 1977年 産社
小幡　　豊 1978年 経済
栫井　昭広 1978年 産社
近藤　純弘 1978年 経営
髙橋　英子 1978年 産社
千廣　隆章 1978年 理工
初村　雅敬 1978年 経済
林　　　満 1978年 法
比嘉　武宏 1978年 法
樋口　和道 1978年 法
伊藤　享司 1979年 経済
江本　郁夫 1979年 理工
門脇　由幸 1979年 経済
木村　愛子 1979年 文
小山　正彦 1979年 経済
志垣　　陽 1979年 文
島田　　斉 1979年 産社
章　　一良 1979年 理工
高橋祥二郎 1979年 経済
藤　　厚久 1979年 経営
藤岡　重樹 1979年 経営
藤田　卓也 1979年 経済
堀野　昌紀 1979年 経営
横山　恒彦 1979年 理工
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大田　正之 1980年 経済
尾越　達男 1980年 経済
城戸　　寛 1980年 理工
木村　武志 1980年 理工
角田祐喜男 1980年 法
中野　　弘 1980年 経済
橋口　剛和 1980年 法
飯塚　俊二 1981年 法
菊池　貞雄 1981年 産社
木山　秀一 1981年 法
佐野　義行 1981年 産社
柴田　順夫 1981年 経営
白井　　総 1981年 理工
西尾　信也 1981年 経営
平瀬　育生 1981年 理工
宮西　徳明 1981年 法
森川　典子 1981年 産社
飯田　俊之 1982年 産社
上野　康史 1982年 理工
桂川　　淳 1982年 法
佐野　哲夫 1982年 経済
高見澤　篤 1982年 経営
田中　清彰 1982年 経済
狭間惠三子 1982年 文
細谷　祐司 1982年 理工
松本和加子 1982年 法
和田　好史 1982年 産社
一ノ瀬俊郎 1983年 法
ERIC DOSANG YOO 1983年 法
北村　邦彦 1983年 経営
西藤　崇浩 1983年 経済
櫻井久仁子 1983年 産社
竹内美奈子 1983年 法
森島　正信 1983年 文
矢倉　章博 1983年 法
山岡　祐子 1983年 経済
板垣　浩史 1984年 経済
井辻　秀剛 1984年 経営
片岡　健治 1984年 産社
佐々木英郎 1984年 経営
安川　淳史 1984年 経済
赤井　明子 1985年 法
日下部和弘 1985年 法
酒井　克彦 1985年 経済
高田　康治 1985年 経済
中西　あき 1985年 文
奈良扶規子 1985年 文

橋本　好哲 1985年 産社
三村　智春 1985年 産社
安部　香一 1986年 産社
稲津　靖子 1986年 産社
奥村　陽一 1986年 院経営
川端　信治 1986年 経営
中谷　新司 1986年 経済
成井富左子 1986年 産社
西形　方良 1986年 経営
野口　義文 1986年 法
林　　史彦 1986年 産社
福岡　賢司 1986年 法
山添　祥統 1986年 経済
池田英一郎 1987年 理工
大西　秀紀 1987年 法
岡田　直之 1987年 産社
友次　　修 1987年 法
古川　博規 1987年 法 
宮崎　栄二 1987年 理工
石本　葉子 1988年 産社
木田　成也 1988年 産社
志渡澤祥宏 1988年 法
田中　　敦 1988年 経営
寺地　　永 1988年 経営
花野　茂由 1988年 経済
平林　邦康 1988年 理工
福岡弘一朗 1988年 理工
真鍋　佳樹 1988年 経営
水田　博之 1988年 文
三田　周作 1988年 産社
大場　茂生 1989年 法
川口　直行 1989年 経済
柴田　直人 1989年 経営
寺田　　豊 1989年 経済
中上　晶代 1989年 経済
原　　真弓 1989年 法
三ツ野直樹 1989年 法
村上　吉胤 1989年 経営
茨木　紀夫 1990年 経済
櫂谷　克己 1990年 法
木村　和生 1990年 院理工
佐々木　亨 1990年 法
春田　　寛 1990年 経済
鈴木　治一 1991年 法
薛　　建隆 1991年 経済
成　　憲諭 1991年 経営
髙津　知仁 1991年 法
髙橋　拓児 1991年 法
田口　育宏 1991年 産社

幹事（前ページからの続き） 種子田　穣 1991年 院経営
寺田　弘二 1991年 経済
長谷川滋利 1991年 経営
松枝　隆一 1991年 法
渡邉　　剛 1991年 経営
石坂　和幸 1992年 経営
江田　　聡 1992年 法
小野　朋子 1992年 文
黒川　　宏 1992年 経営
千蒲　悦嗣 1992年 経済
馬　　　松 1992年 院文
朴　　成哲 1992年 経営
久津摩　剛 1993年 経済
西垣　　豪 1993年 経済
野﨑　修司 1993年 文
平松　保人 1993年 法
和田　裕之 1993年 経営
今中　智幸 1994年 法
岩崎　　明 1994年 法
寺田　幸生 1994年 経済
中畑　直二 1994年 経営
舟田　　亘 1994年 理工
舟根　智也 1994年 産社
山下　清貴 1994年 法
石井　英幸 1995年 文
木村　拓也 1995年 理工
佐伯　祐左 1995年 院理工
西村　和也 1995年 経営
古城　　学 1995年 法
水越　稔子 1995年 国関
森　　　力 1995年 経済
李　　文晃 1995年 経営
小川　勝章 1996年 法
小野寺正耕 1996年 経済
熊谷　秀之 1996年 産社
五島ひろみ 1996年 経済
佐藤　紀之 1996年 産社
松田　　研 1996年 産社
乾　　光孝 1997年 文
上野　哲志 1997年 院理工
加藤　　総 1997年 法
崔　　睿鵬 1997年 院法
豊田　英司 1997年 国関
野村　慶人 1997年 産社
姫野　直人 1997年 産社
松下健一郎 1997年 経営
佐々木　智 1998年 経済
佐野　芳尚 1998年 経営
清水　孝子 1998年 経済

盛下　雅人 1998年 法
寄神　拓磨 1998年 経済
安楽　美和 1999年 法
加藤　良直 1999年 経済
杉山　将人 1999年 産社
野村　夏音 1999年 国関
三森　涼子 1999年 法
安原　壮一 1999年 理工
小鍛冶佳陽 2000年 経済
七條　　歩 2000年 法
FRANTZEN 越智 CAROLINE 2000年 文
柳川　道昭 2000年 法
大倉　昌子 2001年 法
角本　紗織 2001年 産社
作野　善教 2001年 経営
豊田　耕三 2001年 文
西田　智裕 2001年 理工
丸井　久明 2001年 経営
山中　康司 2001年 経済
山本　大揮 2001年 政策
市原　岳洋 2002年 国関
城崎　孝博 2002年 院理工
垰口　広和 2002年 政策
人見　勅輔 2002年 法
榎本　暁子 2003年 国関
大西　克樹 2003年 経済
小澤　拓己 2003年 理工
栗林奈津子 2003年 産社
駒形　哲也 2003年 院政策
小松﨑愛美 2003年 文
塩原　田鶴 2003年 理工
髙橋万太郎 2003年 経済
田中　伸弥 2003年 経営
西畑　公  2003年 経済
原田　晃子 2003年 国関
森山　　寛 2003年 経済
渡邊　　勲 2003年 文
齊藤　富一 2004年 理工
岩﨑健次郎 2005年 経営
上田耕太郎 2005年 産社
小森田繁樹 2005年 法
金剛　理恵 2005年 院経営
佐藤　友則 2005年 経営
中田真理子 2005年 院経営
宮川　友子 2005年 法
和栗　　毅 2005年 経済
石渡　大史 2006年 院経営
大西　　毅 2006年 文
北出　幸裕 2006年 院理工
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木村　修平 2006年 院言語
蔵城　一樹 2006年 経済
仲川　将史 2006年 法
西村　　仁 2006年 院経営
牛田　有香 2007年 経済
田村　一也 2007年 産社
畑　　元章 2007年 理工
福地　貴弘 2007年 理工
安井　亜希 2007年 院法
石塚　慶如 2008年 院法務
上田　倫之 2008年 経済
ETH，Nith 2008年 院国関
NANJIN， Dorjsuren 2008年 院政策
平井　利枝 2008年 院法
淺野　昭人 2009年 院政策
島袋　貴史 2009年 産社
珠山　美咲 2009年 法
内藤ひとみ 2009年 経営
長瀬建太朗 2009年 経営
中務　良太 2009年 経済
西尾　和則 2009年 院法務
傅　　迎  2009年 院経営
丸　　碧里 2009年 法
山谷　育子 2009年 文
青野　　愛 2010年 院法務
足達　直樹 2010年 産社
井ノ上大輔 2010年 院経営管理
王　　　舟 2010年 院政策
大田　陽介 2010年 法
大谷　俊介 2010年 院法務
小倉　拓也 2010年 院法務
加藤　慎一 2010年 産社
北迫　俊明 2010年 経済
五嶋　翔一 2010年 情理
小峰　静奈 2010年 産社
下村　治生 2010年 院経営管理
新谷　　夢 2010年 経営
SINGHARAJ，Thavone 2010年 院国関
豊島　　拓 2010年 経済
中村恵莉香 2010年 文
橋本　公子 2010年 法
福山　雄太 2010年 経済
松田　全功 2010年 院経営
宮﨑　拓哉 2010年 情理
吉村　栄里 2010年 経済
大矢　侑輝 2011年 映像
岡本詠里子 2011年 産社

黒澤　　健 2011年 経営
新川　琢也 2011年 情理
高松　祐基 2011年 理工
林　明日香 2011年 法
平林　祐介 2011年 政策
ブイ・クワン・フイ   2011年 情理
藤　由加里 2011年 文
池坊　専好 2012年 院文
後藤　美奈 2012年 院国関
櫻田　哲也 2012年 院理工
塩田　　楓 2012年 産社
下迫　ゆい 2012年 経済
難波しのぶ 2012年 産社
井　那美 2012年 経営
南　　健一 2012年 文
芦田　英恵 2013年 文
石原　萌来 2013年 法
今井　雄基 2013年 院MOT
岩佐有香里 2013年 経済
大西佳央梨 2013年 文
大原　　駿 2013年 経営
小川　翔平 2013年 国関
紙谷　和典 2013年 院MOT
阪井　拓也 2013年 情理
平岡　奈生 2013年 生命
深澤　秀美 2013年 経営
向山　和希 2013年 法
四井　早紀 2013年 理工
和田慎太郎 2013年 映像
漆間　智美 2014年 スポ健
岡野　綾香 2014年 経営
尾﨑　亮太 2014年 経済
川嶋紗由美 2014年 法
阪中　教恵 2014年 院生命
臺谷　美里 2014年 生命 
武本　祐樹 2014年 文
田中　真悟 2014年 薬
谷村　昴人 2014年 情理
長谷川彩葉 2014年 政策
平岡亮太朗 2014年 理工
水谷　隼人 2014年 経営
山﨑あゆみ 2014年 映像
尾末　高彰 2015年 生命
鬼倉　隆志 2015年 情理
志野　行浩 2015年 産社
清水　雄太 2015年 国関
夏　秋馬寧 2015年 法
辻　久美子 2015年 経済
永澤奈穂実 2015年 映像

幹事（前ページからの続き） 中島　大輔 2015年 経営
中村　仁美 2015年 文
本田　純一 2015年 政策
三野　大輔 2015年 院公務
渡辺　拓麻 2015年 政策
渡邊　智之 2015年 院理工
金輪　慎平 2016年 経営
国島　岳大 2016年 院理工
島田美奈実 2016年 映像
西井　将哉 2016年 法 
林　俊之介 2016年 スポ健
樋口　宗哉 2016年 生命
細見　翔平 2016年 薬
山本　真生 2016年 法
吉田　伶奈 2016年 産社
AZHIKULOV ERLAN  2017年 院国関
池内　大貴 2017年 政策
大島　翔悟 2017年 国関
菅野　七虹 2017年 経済
清水　浩文 2017年 理工
鈴鹿　友周 2017年 映像
髙室ひと穂 2017年 薬
鶴田　拓也 2017年 情理
早川　友浩 2017年 産社
湯淺　瑞季 2017年 生命
若林　滉世 2017年 スポ健
今井　勇太 2018年 経営
髙波瀬史人 2018年 スポ健
鈴木　裕明 2018年 経済
中山　卓也 2018年 薬
三ツ野丈太朗 2018年 理工
村﨑　真彩 2018年 法
山口　十夢 2018年 映像
山口　夏海 2018年 国関
山本将太郎 2018年 生命
若林　俊輔 2018年 情理
石橋　晶詠 2019年 経済
川口　高德 2019年 院薬
河田　麻実 2019年 院国関
岸本　　京 2019年 産社
小宮山慧南 2019年 薬
齋藤　　光 2019年 法
中川　誉也 2019年 国関
中村　優希 2019年 文
野﨑舞夏星 2019年 スポ健
橋本祐吏香 2019年 生命
林　　真帆 2019年 政策
早野　佳苗 2019年 映像
平野　雅子 2019年 情理

森田　崇文 2019年 理工
五十嵐由樹 2020年 薬
切田　澄礼 2020年 生命
今　　日和 2020年 国関
佐藤　成葉 2020年 経済
島田　一輝 2020年 理工
住屋菜々穂 2020年 政策
髙野　晃帆 2020年 スポ健
筑波　義信 2020年 総合心理
戸上　雄揮 2020年 法
鳥取　伸彬 2020年 院スポ健
濵田慎一朗 2020年 経営
日野未奈子 2020年 院社会
平松　慶己 2020年 情理
丸山　悠帆 2020年 産社
門前　美帆 2020年 映像
山本　彩乃 2020年 文
長積　　仁  
安田　裕子  

※重卒者は、最終学歴を記載。


	17577101@H1H4
	校友会_本文_見開き

