
定時制卒業役員名簿

卒業時の氏名 役職 卒業時の氏名 役職

■定1回（卒業年度：昭和43年／1968年） ■定21回（卒業年度：昭和63年／1988年）

安田 善明 理事 豊岡 晃司 理事

■定2回（卒業年度：昭和44年／1969年） 渡邊 玲二 理事

佐藤 安男 理事 ■定22回（卒業年度：平成元年／1989年）

■定3回（卒業年度：昭和45年／1970年） 渡辺 真 理事

鶴岡 卓 理事 関 誠 理事

■定4回（卒業年度：昭和46年／1971年） ■定23回（卒業年度：平成2年／1990年）

安藤 正幸 理事 上山 俊幸 理事

■定5回（卒業年度：昭和47年／1972年） 日比 達義 理事

神尾 伸枝 理事 ■定24回（卒業年度：平成3年／1991年）

佐藤 雅之 理事 佐々木 高弘 理事

■定6回（卒業年度：昭和48年／1973年） 高橋 典久 理事

井上 規子 理事 ■定25回（卒業年度：平成4年／1992年）

■定7回（卒業年度：昭和49年／1974年） 羽田 猛 理事

青木 修 理事 石渡 昌子 理事

■定8回（卒業年度：昭和50年／1975年） ■定26回（卒業年度：平成5年／1993年）

石丸 雅美 理事 成本 貴徳 理事

■定9回（卒業年度：昭和51年／1976年） 佐藤 純一 理事

増田 清忠 理事 ■定27回（卒業年度：平成6年／1994年）

■定10回（卒業年度：昭和52年／1977年） 角田 弘二 理事

斎藤 晴彦 理事 多田 真人 理事

■定11回（卒業年度：昭和53年／1978年） ■定28回（卒業年度：平成7年／1995年）

鵜沢 あさみ 理事 荻原 智彦 理事

広瀬 寿運一 理事 井口 綾 理事

■定12回（卒業年度：昭和54年／1979年） ■定29回（卒業年度：平成8年／1996年）

小川 宏幸 理事 西條 博幸 理事

■定13回（卒業年度：昭和55年／1980年） 米山 健治 理事

三田 博 理事 ■定30回（卒業年度：平成9年／1997年）

■定14回（卒業年度：昭和56年／1981年） 岡田 紀美子 理事

堀内 治郎 理事 今村 将大 理事

横山 博之 理事 ■定31回（卒業年度：平成10年／1998年）

■定15回（卒業年度：昭和57年／1982年） 小林 正直 理事

山内 英明 理事 ■定32回（卒業年度：平成11年／1999年）

■定16回（卒業年度：昭和58年／1983年） 岩野 成 理事

今野 英章 理事 野本 譲 理事

多和田 美也子 理事 ■定33回（卒業年度：平成12年／2000年）

■定17回（卒業年度：昭和59年／1984年） 竹之下 愛 理事

邑楽 光夫 理事 虻川 悟朗 理事

西田 悦子 理事 ■定34回（卒業年度：平成13年／2001年）

■定18回（卒業年度：昭和60年／1985年） 古川 義朗 理事

西東 秀洋 理事 ■定35回（卒業年度：平成14年／2002年）

■定19回（卒業年度：昭和61年／1986年） 谷 和彦 理事

津村 正彦 理事 福原 大 理事

浜名 敬弘 理事 ■定36回（卒業年度：平成15年／2003年）

■定20回（卒業年度：昭和62年／1987年） 根本 秀平 理事

筒井 晃 理事 草野 由紀子 理事

猪股 祐美 理事
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■定37回（卒業年度：平成16年／2004年） ■定47回（卒業年度：平成26年／2014年）

　近山 恵美 理事 　簗場 聖大 理事

　金子 麻希紅 理事 　胡井 彩花 理事

■定38回（卒業年度：平成17年／2005年） ■定48回（卒業年度：平成27年／2015年）

　田島 道子 理事 　大瀧 萌 理事

■定39回（卒業年度：平成18年／2006年） 　閨 恵美子 理事

　長谷川 洋平 理事 ■定49回（卒業年度：平成28年／2016年）

　菅原 小誉子 理事 　高杉 南菜絵 理事

　大島 幸江 理事 　加藤 克智 理事

　新井 優 理事 ■定50回（卒業年度：平成29年／2017年）

　池谷 衡 理事 　鶴巻 潤行 理事

■定40回（卒業年度：平成19年／2007年） 　藤田 かおり 理事

　千葉 忠男 理事 　今  優嘉 理事

■定41回（卒業年度：平成20年／2008年） ■定51回（卒業年度：平成30年／2018年）

　加藤 孟 理事 　原田 崇寛 理事

■定43回（卒業年度：平成22年／2010年） 　尾口 快飛 理事

　近山 聡 理事 　柿崎 智沙 理事

■定44回（卒業年度：平成23年／2011年） ■定52回（卒業年度：平成31年／2019年）

　大島 太一 理事 　香取 怜

■定53回（卒業年度：令和2年／2020年）

　選出なし

理事

　柘植野 円 理事 　若林 颯 理事

　Leeanansaksiri Siriwat 理事

■定45回（卒業年度：平成24年／2012年）

　内野 達也 理事

　岡野 樹 理事

■定46回（卒業年度：平成25年／2013年）

　鈴木 寿弘 理事

　菊池 誠則 理事

　菅野 瑞貴 理事

　市川 芳道 理事
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