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会長 西野　修 51期 理事 中川　實 33期 理事 林屋　和成 60期

副会長 清水　省吾 52期 理事 前澤　修二 39期 理事 関谷　博 61期

副会長 田　友好 55期 理事 篠原　敬一 39期 理事 前島　真延 61期

副会長 原田　哲夫 58期 理事 野田　義行 39期 理事 布施　亮介 62期

事務局長 鹿島　靖彦 45期 理事 田中　視朗 40期 理事 川原　英樹 63期

監査 臼木　幸三 62期 理事 三村　雅彦 40期 理事 有山　正信 63期

監査 西川　貴夫 63期 理事 渡辺　康 41期 理事 村上　修司 64期

理事 佐藤　隆生 42期 理事 桜本　芳久 65期

名誉会長 清水　信次 28期 理事 萩原　紀一郎 44期 理事 中島　修 65期

相談役 平井　政博 39期 理事 大河内　巖 45期 理事 下田　智弘 70期

相談役 殿浦　嘉郎 42期 理事 福島　義一 45期 理事 高橋　茂彦 71期

顧問 永阪　巌 元校長 理事 小山　翼 46期 理事 藤原　勇夫 73期

顧問 池田　信雄 元校長 理事 坂口　強志 47期 理事 木村　隆一 74期

顧問 森田　文明 前校長 理事 川口　正登志 47期 理事 濱田　太郎 74期

理事 奥田　征彦 48期 理事 三宅　善太郎 74期

理事 河井　康之 49期 理事 長谷川　健 75期

理事 佐藤　国継 49期 理事 松島　宏幸 76期

理事 堤原　弘 49期 理事 大山　幸成 76期

理事 竹島　健一 50期 理事 三栗谷  寛 77期

理事 福嶋　正彦 50期 理事 金子　正行 77期

理事 川野　義明 51期 理事 湯浅　靖 78期

理事 小原　保男 51期 理事 豊田　宗則 79期

理事 神田　市朗 52期 理事 近藤　康之 81期

理事 中田　隆久 53期 理事 今西　頼久 82期

理事 益田　光三 54期 理事 吉岡　孝太郎 82期

理事 長　利一 55期 理事 小椋　晴紀 82期

理事 泉　義和 56期 理事 中埜　文崇 83期

理事 平井　政信 56期 理事 信山　梓 94期

理事 宮本 元徹 58期 理事 柳井　光一 95期

理事 田邊　修 60期
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評議員 木田　敏雄 定5期 評議員 神農　龍 78期 評議員 巨海  竜一 96期

評議員 佐藤　義治 定8期 評議員 清水　信行 78期 評議員 山内　慎太郎 97期

評議員 川賀　宏 42期 評議員 辻本　裕昭 78期 評議員 押田　大輝 97期

評議員 今枝　信雄 44期 評議員 下坂　勝弘 79期 評議員 越智　美里希 97期

評議員 伴　吉郎 44期 評議員 野須　真之 79期 評議員 寺本　雅紀 97期

評議員 藤田　勝 45期 評議員 安部　孝政 80期 評議員 藤田　智央 97期

評議員 北野　欣次 46期 評議員 中本　洋 80期 評議員 田中　みちる 97期

評議員 服部　権市 46期 評議員 奥平　雅幸 81期 評議員 土橋　正幸 97期

評議員 笠行　誠規 47期 評議員 西野　雅士 81期 評議員 荒木　健吾 98期

評議員 岸良　吉次 50期 評議員 竹下　大亮 83期 評議員 近藤　孝哉 98期

評議員 榎本　泰久 52期 評議員 山岨　弘 83期 評議員 東野　眞伸 98期

評議員 鳥取　裕二 52期 評議員 野田　拓昭 83期 評議員 平田　晃規 98期

評議員 福谷　良光 54期 評議員 髙寺　和也 83期 評議員 藤下　嶺 98期

評議員 磯田　孝行 55期 評議員 岡田　純 84期 評議員 布野　知基 99期

評議員 西中　一雄 58期 評議員 福井　隆司 84期 評議員 濵垣　凌太 99期

評議員 野村　博 58期 評議員 武永　剛 85期 評議員 山田　智子 99期

評議員 白田　雄治 61期 評議員 山内　自然 86期 評議員 権藤　眞美 99期

評議員 山田　博明 62期 評議員 浅井　達哉 86期 評議員 森川　水都穂 99期

評議員 坂口　裕彦 62期 評議員 家谷　俊旭 86期 評議員 吉田　光 99期

評議員 木村　和男 63期 評議員 角川　哲朗 86期 評議員 戸田　祥平 99期

評議員 北岡　正志 63期 評議員 菅尾　貴彦 86期 評議員 羽星　春香 99期

評議員 穴吹　謙治 64期 評議員 西川　諒一 86期 評議員 古川　太郎 99期

評議員 山口　俊裕 64期 評議員 若林　宗平 87期 評議員 石川　友梨奈 100期

評議員 南戸　庸一 65期 評議員 山田　雅士 87期 評議員 木道　真央 100期

評議員 谷口　明 65期 評議員 四辻　浩城 87期 評議員 久保　彩夏 100期

評議員 吉田　亮一 66期 評議員 飯田　裕治 88期 評議員 岡本　晃 100期

評議員 飯田　俊也 67期 評議員 千葉　陽介 88期 評議員 小城　知里 100期

評議員 永田　誠一 68期 評議員 三輪　泰寛 88期 評議員 鞆田　大樹 100期

評議員 後迫　純一 69期 評議員 永井　泰輝 88期 評議員 野口　修平 100期

評議員 堀　正樹 69期 評議員 石原　一哉 88期 評議員 坂口　翠月 101期

評議員 浅田　隆裕 70期 評議員 出来　亮太 88期 評議員 岡　里佳子 101期

評議員 高山　修一 70期 評議員 眞鍋　佑介 89期 評議員 中谷　京介 101期

評議員 上山　貞次 71期 評議員 和田　淳也 89期 評議員 奥野　七海 101期

評議員 山野　平 71期 評議員 上田　智哉 90期 評議員 富　　愛 101期

評議員 井川　巧 71期 評議員 荒木　彩人 91期 評議員 稲岡 知彩子 101期

評議員 猿屋　武史 72期 評議員 村田　佳照 91期 評議員 宮田　佳典 101期

評議員 松下　人史 72期 評議員 吉井　優 91期 評議員 井坂　太紀 102期

評議員 岡野　幸紀 73期 評議員 荒川　和輝 92期 評議員 岡島　祥哉 102期

評議員 金子　和義 73期 評議員 神福　壽子 92期 評議員 河合　瑞紀 102期

評議員 中嶋　俊弘 73期 評議員 西中　彩裕莉 92期 評議員 髙井　美那 102期

評議員 三埜　保 73期 評議員 森長　裕子 92期 評議員 中山　滉太 102期

評議員 大久保　章 74期 評議員 印南　敬介 93期 評議員 西村　祐真 102期

評議員 呉本　啓郎 74期 評議員 高橋　菜摘 93期 評議員 狭間　祐至 102期

評議員 佐治　太 74期 評議員 冨原　工弥 93期 評議員 水島　浩貴 102期

評議員 増田　慎 74期 評議員 桜井　宏純 93期 評議員 山田　友菜 102期

評議員 山上　敬一 74期 評議員 浅見  万葉 94期 評議員 山本　芽依 102期

評議員 飯田　剛史 75期 評議員 長谷川　貴之 94期 評議員 和田　萌花 102期

評議員 石島　伸一朗 75期 評議員 蝼川内　大 94期 評議員 岡本　旺成 103期

評議員 亀田　剛史 75期 評議員 野尻　賢昭 94期 評議員 木下　明星 103期

評議員 五島　照仁 75期 評議員 小川　雄介 95期 評議員 清水　健太郎 103期

評議員 武村　健司 75期 評議員 中北　義成 95期 評議員 高野　由佳子 103期

評議員 宮里　昌秀 75期 評議員 島本　宜紀 95期 評議員 武田　伊万里 103期

評議員 池之上　弘一 76期 評議員 友田　篤志 95期 評議員 武田　竜華 103期

評議員 加藤　和也 76期 評議員 足立　真理 95期 評議員 多田　圭吾 103期

評議員 小谷　秀之 76期 評議員 杉田　彰子 95期 評議員 月野　琴音 103期

評議員 居内　琢磨 76期 評議員 高垣　早百合 95期 評議員 寺内　良雄 103期

評議員 其谷　智 76期 評議員 太田　久惠 95期 評議員 寺前　遥紀 103期

評議員 豊留　利永 76期 評議員 酒井　 宏介 95期 評議員 平尾　友佑 103期

評議員 原　智徳 76期 評議員 竹内　瞳子 96期 評議員 松本　晟波 103期

評議員 松崎　勝彦 77期 評議員 西保　俊佑 96期 評議員 吉田　茉広 103期

評議員 松本　英晃 77期 評議員 荒木　菜美 96期 評議員 渡辺　昇希 103期

評議員 伊藤　敦 78期 評議員 柿田　禎長 96期
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