
（敬称略）

氏名 学部・卒 氏名 学部・卒 氏名 学部・卒 氏名 学部・卒 氏名 学部・卒

岩坪義公 高昭２２ 近藤征雄 文昭４３ 飯田清親 法昭５１ 芝本美智子 商昭６１ 米田龍二 経修平１１

岸田典雄 高昭２３ 小原善成 商昭４４ 塚本光人 法昭５１ 須谷尚史 経昭６１ 河合直人 法平１１

石井欽三 高昭２６ 久住治彦 商昭４４ 片木哲男 文昭５１ 中西和彦 経昭６１ 奥村竜太 経平１２

　勝山良一　 学昭２７ 誉田　豊 商昭４４ 粟島憲治 商昭５２ 廣島伸一 経昭６１ 藤井洋介 経平１２

堀江義彰 商昭２９ 石橋信勝 法昭４４ 亀井信吾 商昭５２ 藤本達也 経昭６１ 岡崎耕三 法平１２

石黒直文 経昭２９ 瀬川恒彦 法昭４４ 亀梨祐司 商昭５２ 高木陽一 法昭６１ 石西賢次 法修平１２

河﨑　清 経昭２９ 松本耕司 法昭４４ 児玉憲生 商昭５２ 吉田祐一 商昭６２ 長谷川大之 法平１３

人見　孝 文昭２９ 梅原健一 経昭４５ 瀬戸山隆三 商昭５２ 藤原浩一 商Ⅱ昭62 吉村彰史 文平１６

小田敏雄 商昭３０ 矢辺幸平 経昭４５ 堀江寿郎 商昭５２ 西口禎二 経Ⅱ昭62 安武慎介 商Ⅱ平17

関口晃宏 文昭３０ 多田省吾 商Ⅱ昭45 宮内敏彦 商昭５２ 伊藤智健 法昭６２ 山科吉弘 経Ⅱ平17

二宮廸夫 経昭３１ 阿加井稔 商昭４６ 棟居秀信 商昭５２ 辰田昌弘 法昭６２ 小金井裕文 法平１９

荒岡由郎 経昭３１ 大向賢一 商昭４６ 古河幹夫 経昭５２ 佐伯　円 文昭６２ 土田真弓 商平２０

江並一嘉 商昭３２ 木田雅章 商昭４６ 白石研二 法昭５２ 桑菜良幸 商昭６３ 原　卓朗 商Ⅱ平20

山内荘作 商昭３２ 柏原利幸 経昭４６ 辻内　章 商昭５３ 鈴木康宏 経昭６３ 守吉政人 経平２０

泉　　裕 文昭３２ 北村純一 経昭４６ 村上忠則 商昭５３ 大野秀雄 商平1 山下　翔 経平２０

壺井丁美子 文昭３２ 渡辺博己 法昭４６ 目加田博史 商昭５３ 奥田篤志 経平１ 柏木浩正 法平２０

大森敏弘 商昭３３ 阪口善雄 文昭４６ 木村靖夫 経昭５３ 戸田博子 経平１ 堀　智弘 法平２０

勝部一郎 商昭３３ 中村俊久 商昭４７ 塚本義政 法昭５３ 菅浦隆弘 法平１ 保田友久 法平２０

安場弘彦 文昭３３ 日　大吉 商昭４７ 頓花修二 商昭５４ 門田光司 法平１ 阪中友浩 営修平21

山崎暉夫 文昭３３ 島田俊春 経昭４７ 赤阪 恭近 商昭５４ 森　貴志 法平１ 三輪紗季子 法平２１

中川勝義 商昭３４ 泉本康仁 法昭４７ 炭山明弘 経昭５４ 島 浩二 商平２ 津守紗耶香 経平２２

増尾　穣 経昭３４ 松川穂波 文昭４７ 浮田泰昌 経昭５４ 多田征弘 経平２ 下中隆嗣 法平２２

後藤忠彦 法昭３６ 石垣雅一 商昭４８ 原田一幸 法昭５４ 島田照久 法平２ 和田直樹 法平２２

平塚裕章 文昭３６ 山本義彦 経博昭48 山岡祥記 商昭５５ 北野好浩 文平２ 田中美帆 商平２３

元木純邦 文昭３６ 石田耕太郎 法昭４８ 谷村守彦 法昭５５ 佐保田光章 経平３ 藤原亮介 法平２３

工藤治夫 経昭３７ 山口　順 文昭４８ 田辺　治 商昭５６ 井上　道 法平３ 南 重幸 営修平24

八代田次郎 経昭３７ 梅林広志 商昭４９ 村田信宏 経昭５６ 古下政義 法平３ 黒石由佳 経平２４

日名子晃三郎 経昭３８ 里田百子 商昭４９ 安永一郎 法昭５６ 満永泰弘 法平３ 島田直也 文平２５

飯田順雅 文昭３８ 高塚　徹 商昭４９ 飼馬　誠 経昭５７ 中野洋介 商平4 徃西未樹 法平２６

宍倉忠臣 商昭３９ 前田寿雄 商昭４９ 吉田　徹 法昭５７ 石井信行 法平4 岩祖一樹 商平２７

松井清志 法昭３９ 嶋野義夫 商Ⅱ昭４９ 飛田治則 文昭５７ 炭竈　訓 法平4 中村祐子 文平２７

菅野　勲 法昭３９ 伊藤光明 経昭４９ 北村慶和 商Ⅱ昭５８ 小野健太郎 商平５ 福井祐人 商平２７

上田正昭 商昭４０ 西村泰夫 法昭４９ 上田　浩 経昭５８ 松平康一 経平５ 森岡晋平 経平２７

山下雅洋 経昭４０ 橋口律男 法昭４９ 瀧澤幸久 経昭５８ 奥本史郎 法平５ 高島　陸 法平２７

山下秀夫 経昭４０ 森田秀朗 文昭４９ 出崎敦史 文昭５８ 大八木潤 商平６ 福井健吾 商平２８

黒岩勝彦 法昭４０ 崎山光友 商Ⅱ昭50 湯浅基子 文昭５８ 沢田久志 商平６ 福田雄仁 商平２９

荒木　董 文昭４０ 秦　正明 文昭５０ 川上　悟 商昭５９ 古川智紀 経平６ 水上智文 経平２９

関谷成章 商昭４１ 山陰加春夫 文修昭５０ 林　敬郎 経昭５９ 矢橋潤一郎 経平６ 根岸幸司 経平２９

大平恒己 経昭４１ 植嶋平治 商昭５１ 松浦　功 法昭５９ 中野亘子 経Ⅱ平６ 柳田恵里 商平３０

吉村正勝 経昭４１ 奥野　浩 商昭５１ 田本正明 商昭６０ 田路博士 商平７ 荒牧亜燈羽 文平３０

高橋敏朗 営院昭43 吉備文昭 商昭５１ 於勢 二郎 法昭６０ 大西浩史 文平７ 　 　

原木文吉 商昭４３ 高木考征 商昭51 中野亮一 法昭６０ 本村甚徳 商Ⅱ平８ 　 　

松岡和夫 商昭４３ 藤野正純 商昭51 川端基夫 文修昭60 山中由紀 経修平８ 　 　

小佐田昌計 法昭４３ 三谷英司 経昭51 片山邦夫 商昭６１ 溝田真優子 経平９ 　 　

※平成31年４月15日現在

第13条2

第15条
2
3 役員及び評議員は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。

平成30・31年度有恒会評議員一覧（２０１９．４．１５現在確定）

第12条2

第14条5

<ご参考> 有恒会会則における評議員に関する条 抜粋

本会に次の委員を置く。
評議員 200名以上300名以内
評議員は正会員の中から役員・評議員選考会の推薦に基づき会⾧の指名により選任する。
評議員は、評議員会に出席するとともに、会⾧の委嘱をうけてその分担業務を処理する。
あわせてその年次会員及びその関係する団体内の会員との連携を蜜にし本会の目的達成に協力する。
役員及び評議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
補欠または増員により、選出された役員及び評議員の任期は、前任者または現任者の残余期間とする。 


