
山口　敏  (69)
井手　和夫(74)
松尾  康弘(78)
春田 恒一良(82)
越部　 浩東(88)

花坂  弘之(85) 松坂順一郎(71)
水野  理絵(87) 木南　恒雄(72)
本城   哲 (87) 小野　庄助(76)
佐々木俊秀(88) 今間　俊博(79)
本多   穣 (99) 尾登　正彦(82)

大畑　博敬(89)

☆氏名の前の英文字について　　

C: コミュニケーション工学科卒

J: 情報通信電子工学科卒

C
C
C
C
J

( )内の数字は、卒業した３月の西暦年の下２桁を表す
(例）昭和60年度の卒業生は、昭和61(1986)年3月卒なので、(86) になる
氏名が斜体になっている方は新任です

Dr Pitak  (04)

参与

副議長 花坂 弘之(85)

代　議　員　会
タイ Dr Prakit(68) -

議　長 原田 宏之(79)

理 事 委 員 会 支部 支部長 副支部長 支部事務長

北海道 伊藤 光一(77) - 西村 俊明(79)

会計委員会

由井  裕一(75)
福原  雅朗(02)
良知  秀哉(04)

支　　　　　　　　部

志村　彰　(78)

事務局長 増田 和則(88) 理　事　会

広報
理事

大森  公雄(87)
企画
理事

土岐 晴美(88)
総務
理事

中井　宏 (94)
会計
理事

会　長 小林 一雄(72)
副会長

副会長

柳沢 真一(78)

村田 信一(86)

監査委員会 松前 義昭 理事長 参与 山根 治仁(62)

監事 室本　惇(69)

名誉副会長

参与 福田 哲夫(62)

中西 孝夫(66)

参与 松尾 守之(61)

澤田 茂洋(72)

広報委員会 企画委員会 総務委員会

名誉会長 松前 達郎 総長 顧　問 木村　登 先生

秋山　進(76)

山口  敏(69)

松本 和孝(69)

木原  満司(61)

監事

九州 高山 秀造(67) 甲斐 雅志(01)

大森  公雄(87)

監査委員

堺  繁太(61)
岡  聖吾(62) 坂井  勇雄(70)

兼安  時紀(70)

柿崎  茂康(63)

山内  紀幸(78)
柳沢  真一(78)
今間  俊博(79)
境田  洋輔(79)

向井  健(69)

真田  靖典(64)
渡辺  勝美(66)

福倉　一夫(69)

大野  宗夫(67)
高山  秀造(67)
立川  公一(67)
三ケ田  博亮(67)

長江  和子(68)
多田  順一(68)

小林  一雄(72)
澤田  茂洋(72)
本間  光一(72)
木南  恒雄(72)
須藤  秋雄(73)

松本  和孝(69)

若林  敏雄(68)
Prakit  Tangtisanon(68)

大崎  安雄(68)
小川  忠男(69)

野添  光明(73)
井手  和夫(74)
櫛田  眞(74)

島貫  憲夫(74)
馬場  康明(74)
藤森  昭芳(75)
新倉  聡(75)
橋口  長和(75)
由井  裕一(75)

大石  伸雄(72)

吉田  憲司(75)
森下  博(75)
星野  建二(75)
沢田  勲(75)
小野  庄助(76)
秋山  進(76)

原田  宏之(79)
西村  俊明(79)

山口  聡(83)
国清  康之(84)
小林  一謙(84)

小林  正幸(78)

渡邊  修(80)
武田  正己(80)
尾登  正彦(82)
春田  恒一良(82)

室本  惇(69) 高橋  公太(74) 松尾  康弘(78)

堀口  幸男(76)
伊藤  光一(77)
山岸  健吹(78)
塩満  守(78)
中島  直久(78)
志村  彰(78)

黒須  立夫(73)

大井  英太郎(83)

石川  昌宏(94)

三浦  靖春(97)

笠原  健(86)
畑中  秀行(86)

石川  剛(96)

本多  穣(99)
有田  英幸(99)

村田  信一(86)

水野  理絵(87)
佐藤  弘幸(87)
本城  哲(87)
越部  浩東(88)
増田  和則(88)
土岐  晴美(88)

霜田  一将(99)

甲斐  雅志(01)
土屋  如右(00)

宇津  圭祐(07)
新倉  康司(06)
小久保  亮太(05)

宮川  俊夫(71)
柳瀬  優二(71)

茂利  隆司(82)
熊谷  数馬(10)
塙  彩(09)
韓  旭(08)

松坂  順一郎(71)

黒須  歩刀(98)

大畑  博敬(89)

辻  直樹(92)
中井  宏(94)

佐々木  俊秀(88)

小西  和成(90)
元野  嘉一郎(91)

竹野  巧(85)
花坂  弘之(85)

湊  和夫(70)
松本  照彦(70)
志村  茂(70)

下山  琢実(94)

Pitak  Thumwarin(04)

良知  秀哉(04)
福原  雅朗(02)
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