
平成２８年5月２８日総会参考資料

卒年 代議員 卒年 代議員
S27 野垣内 武志 野垣内武志 S57 辻 利之
S28 － S58 川端 康生 庄司 勇木
S29 白井 伊知子 鈴木 勝己 S59 岡 克治 平林 実 平林 実
S30 吉田 不二夫 S60 當野 日出樹
S31 倉田 祐子 千草 啓一 S61 【不在】
S32 服部 克彦 S62 永橋 信隆 吉村 かつら
S33 高根 紀章 高根紀章 S63 瀧本 雅彦 百北 和宏 瀧本雅彦
S34 斎藤 一徳 波多野 進 堀川 幸夫 堀川幸夫 H01 加納 智 鈴木 かおり
S35 並河 健三 並河健三 H02 田中 真一郎 田中真一郎
S36 居崎 三郎 宮村 昊 宮村 昊 H03 稲森 信哉
S37 桜井 義孝 高間 公子 H04 【不在】
S38 岡村 禎夫 中村 孝 岡村禎夫 H05 【不在】
S39 坂本 行正 西村 正克 林 暁 松浦 修 林 暁 H06 佐藤 俊仁 佐藤俊仁
S40 櫻井 隆三 宮村 智 渡邊 智惠子 宮村 智 H07 【不在】

大西 光子 小原 健 落合 敞 田村 正衛 H08 【不在】
脇田 允夫 H09 中川 美佳子

S42 稲垣 學 中橋 卓嗣 中橋卓嗣 H10 【不在】
S43 金丸 直明 田村 知子 金丸直明 H11 【不在】

倉岡 美保子 倉岡 義幸 佐脇 高司 鈴木 優 H12 【不在】
中原 泰男 丹羽 敏春 H13 阿部 美幸
奥田 高秋 中川 泰枝 奈良谷 弘 水谷 まり H14 【不在】
矢野 純司 H15 常木 清夏

S46 稲葉 慶 藤田 隆正 稲葉 慶 H16 島 大祐 島 大祐
S47 川原田 宏也 H17 竹田 麻衣子
S48 大村 寛明 小口 貴予 小口貴予 H18 紀平 将史 神 祥吾
S49 西村 修一 吉田 万里子 H19 【不在】
S50 村主 登 村主 登 H20 真弓 浩明
S51 井上 久美 森田 和久 山本 真美子 森田和久 H21 阿部 辰司 阿部辰司

尾関 健一 中津原 平美 中村 秀子 橋爪 吉博 H22 田中 宏宜 取出 欣也 深草 亜悠美 取出欣也
正岡 文人 宮下 淳美 H23 佐藤 香耶 渡邊 大樹 渡邊大樹
神谷 千歳 田中 紀美子 田中 成幸 村主 英明 H24 宮崎 善行 藪中 映美奈 藪中映美奈
日置 俊哉 H25 伊藤 凌平 高城 晴美

S54 尾関 智二 川北 晃司 尾関智二 H26 井上 諒平 大野 更紗
井上 善恵 坂 信宏 鈴木 隆二 森竹 淳子 H27 奥村 莉子 清水 優孝
吉岡 恭子 H28 魚住 あかり 山中 和俊

S56 岡田 ひろみ 金丸 敦子 谷井 玲 松山 深照 岡田ひろみ

◇代議員未定の年次においては、早急に、卒年幹事の中から１名の代議員を選出してください。
◇卒年幹事が【不在】の年次においては、まず卒年幹事を選出してください。選出されたら、事務局までご連絡ください。
◇追加、交代、訂正等があったら、事務局までご連絡ください。

卒年幹事・代議員名簿
平成28年5月28日現在

卒年幹事　（五十音順） 卒年幹事　（五十音順）

S52

S53 田中紀美子

S55 坂 信宏

S41 小原健

S44 丹羽敏春

S45 水谷まり


