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会　長

副会長

代議員

１．支部選出代議員

都道府県 都道府県 都道府県

北海道 近藤　真司 （経営） 富　山 末吉　觀道 （仏教） 島　根 山田　隆章 （経営）

青　森 澤口　公孝 （院文） 福　井 綿谷　即俊 （仏教） 山　口 松澤　　隆 （文学）

 岩　手 及川　明彦 （文学） 石　川 中屋　隆秀 （仏教） 岡　山 稲荷　泰瑛 （仏教）

宮　城 星　　紀之 （経済）  長　野 久保田　剛 （文学） 広　島（理事） 大平　貫脩 （仏教）

秋　田 中村  　薫 （文学） 山　梨 一瀬　順司 （経営） 高　知 植村　敦至 （文学）

山　形 秋葉　良一 （経営） 静　岡 川村　歓亮 （文学） 愛　媛 大野　功喜 （経済）

福　島（理事） 浅野不二男 （経済） 愛　知 杉崎　　均 （経商） 香　川 増田　典紀 （文学）

茨　城 茂木　達也 （法学） 岐　阜 井道　哲志 （仏教） 徳　島（理事） 阿部　大輔 （法学）

栃　木 星野　就久 （文学） 三　重 森　　政顕 （文学） 福　岡 田中　穂積 （文学）

群　馬（理事） 永澤　義弘 （文学） 滋　賀 中紙　賢孝 （仏教） 佐　賀 生田　正憲 （経済）

埼　玉 関根　啓喜 （文学） 京　都 長谷川正法 （仏教） 長　崎 岡崎　公一 （経営）

千　葉 西村　和男 （経済） 奈　良 上野　泰弘 （仏教） 大　分 佐藤　俊雄 （経済）

東　京 大塚　　博 （経済） 和歌山 見矢　龍順 （仏教） 熊　本 岡　　裕二 （文学）

東京多摩 姥貝　荘一 （文学） 大　阪 石川　泰晧 （仏教） 宮　崎 若松　光郎 （文学）

神奈川（理事） 中原　健次 （経営） 兵　庫 三好　一行 （仏教） 鹿児島 尾上　道雄 （文学）

新　潟 小林　謙一 （文学） 鳥　取 山本　幸利 （仏教） 沖　縄 久松　磯也 （文学）

２．学部選出代議員

　役職名　 　役職名 　役職名　

理事（副会長） 浅井　慶信 （神奈川） 理事（副会長） 川口　雅世 （千　葉） 理事（副会長） 佐藤　弘道 （埼　玉）

理事 星野　顯総 （東　京） 理事 佐々木　悟 （東京多摩） 理事 野呂　文人 （埼　玉）

代議員 大森　太朗 （神奈川） 代議員 五島　正夫 （埼　玉） 代議員 森　　健二 （東　京）

代議員 小川　泰功 （千　葉） 代議員 中村　則子 （東　京） 代議員 久保田久基 （東　京）

代議員 横井　通央 （愛　知） 代議員 島村　欣志 （東京多摩） 代議員 青木　松雄 （東京多摩）

代議員 鈴木　嘉昭 （神奈川） 代議員 西野　浩子 （東　京） 代議員 矢島　基博 （埼　玉）

　役職名　 　役職名 　役職名

理事（副会長） 大竹　寿志 （東　京） 理事（副会長） 鈴木　寿哉 （埼　玉） 理事（副会長） 黒米　　聖 （群　馬）

理事 松村　三功 （神奈川） 理事 吉田　　顕 （茨　城） 理事 直塚健次郎 （東　京）

代議員 横川　俊明 （東京多摩） 理事 平野　　舞 （千　葉） 理事 　田中　孝典 （千　葉）

代議員 鳥居　洋子 （神奈川） 代議員 戸塚　牧子 （群　馬） 　熊木　崇人　 （埼　玉）

代議員 今井　孝行 （埼　玉） 代議員 黒川　直男 （埼　玉） 　福田　聖子 （栃　木）

代議員 林　宏三郎 （茨　城） 代議員 大野　雄一 （埼　玉） 　浅川　美樹 （栃　木）

　役職名 　役職名

理事（副会長） 御家瀬　豪 （北海道） 理事（副会長） 松下　史子 （神奈川）

理事 塚家　　聡 （神奈川） 理事 藤巻　絵美 （東　京） 下田　　篤 （埼　玉）

理事 平野　陽介 （埼　玉） 理事 岡本　和樹 （東　京） 木村　浩人 （埼　玉）

代議員 高橋　由直 （秋　田） 南　　貴子 （東　京） 坪池　　剛 （東　京）

代議員 笹岡　亮裕 （埼　玉） 今津　杏菜 （東　京）

代議員 杉内　由佳 （埼　玉） 久保　　圭 （東京多摩） 林　　瑠美

 (仏)浅井慶信　(文)川口雅世　(経)佐藤弘道　(営)大竹寿志　(法)鈴木寿哉　(社福)黒米　聖　(地球)御家瀬豪　(心)松下史子

令和４年度立正大学同窓会本部役員一覧

立正大学同窓会会則第7条による。

 齊藤　岐代未

　社会福祉学部

氏　名 氏　名 氏　名

 仏教学部 文学部 経済学部

監　　事

事務局長（学長室校友課長）

氏　名 氏　名 氏　名

  地球環境科学部 心理学部

氏　名 氏　名

氏　名 氏　名 氏　名

 経営学部 法学部


