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法政大学工学部体育連合会サッカー部 

２０１６年ＯＢ会報 

２０１６年７月吉日 発行 

発行責任者 主務 伊藤 忍 

編集責任者 会計 岡野 渓 

 

拝啓 

 暑い季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。私達現役は、いつも通り部活動に励んでおります。ま

た、大変な時期にも関わらず、OB,OGの皆さまからのいつも変らぬ温かいご支援、誠にありがとうございます。

本会報が、我々現役と OB,OGの方々との交流、また、OB,OG同志の交流がより深くなることを祈っております。 

敬具 

 

２０１６年度 サッカー部年間予定 

月 予定 月 予定 月 予定 

４ 新入生歓迎会 ８ マガジン杯 １２ 秋季ＯＢ会 

５ 稲穂フェスタ ９ 夏季ＯＢ会、法政カップ １  

６ 春季ＯＢ会、新歓合宿 １０  ２ 新理工系リーグ 

７  １１ 新関東リーグ ３ 卒業生送別会 

 

２０１６年度 主将 挨拶 

～新年度主将を務めるにあたって～ 

平素より現役へのご支援を賜り有難うございます。また OB、OG の皆様におかれましては御健闘のこと思いま

す。来年度、主将を務めさせていただきます高橋潤平と申します。 

今年度は、6月におこなわれました新入生歓迎会杯において 2年連続の優勝、新関東フットボールリーグにお

いて 2部残留という成績を残しました。今年度は新関東フットボールリーグ 1部昇格、法政カップ優勝を目標に

この 1年間を活動していこうと思います。今年のチームを引っ張る新 3年生の代は工体連サッカー部において節

目の 50期です、一昨年開催された 50周年式典を目の当たりにした私たちはより一層タイトル奪取への強い気持

ちが増えていきました。そのため、練習ではもちろんの事試合などでもミーティングや個人個人での話し合いも

多く常に勝つためにどうすれば良いのかを考える集団になっています。これをしっかりとまとめ良い方向へとチ

ームを引っ張っていくのは自分の仕事であると思っているので、副将である澤田怜と高田朋幸と共に頑張ってい

きたいと思います。2月から始まりました、新関東フットボールリーグにおいては、OB会で発表させていただい

た通り 1勝 1分 6敗と苦しい状況でしたが、OB会後に行われた Guam Championship in鹿島において、予選を全

勝で突破しました。8チームで行われた決勝トーナメントでは初戦に敗れてしまいましたが、28チーム中ベスト

8 という結果を勝ち取ることができました。チームでの方向性が決まりつつある中で段々と結果がでてきている

のでチームの雰囲気も良く、5 月、6 月に開かれる大会合宿や最大の目標である法政カップ、新関東フットボー

ルリーグに向けて強いチームになると思います。 

最後にお仕事のお忙しい中、毎度の練習や試合に足を運んでくださる鷲尾監督には、来年度も私も含め問題の

多い選手ばかりですが最後までご指導のほどよろしくお願いいたします。そして、吉林豊浩様をはじめとします

OB、OGの皆様、お忙しいとは思いますが来年度のチームのご指導、ご声援のほどよろしくお願いいたします。 

サッカー部主将 高橋 潤平 
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２０１６年度新幹部紹介 

役職 氏名 役割 

主将 高橋潤平 チームの全責任を担う。 

副将 高田朋幸 主将を補佐し主将不在には、チームの全責任を担う。 

澤田怜 主将を補佐し主将不在には、チームの全責任を担う。 

主務 伊藤忍 チームの企画・事務処理の全責任を担う。 

副務 安孫子竜也 主務を補佐し、主務不在には、その全責任を担う。 

梅澤拓実 主務を補佐し、主務不在には、その全責任を担う。 

桑添慶州 主務を補佐し、主務不在には、その全責任を担う。 

会計 岡野 渓 チームの会計処理の全責任を担う。 

会計補佐 丸田稜介 会計を補佐し、会計不在には、その全責任を担う。 

広報 小野弘倫 SNSを用いてチームの試合の情報の発信を担う 

河野悠哉 SNSを用いてチームの試合の情報の発信を担う 

工体連係 上野光洋 チームの環境面での支援責任を担う。 

理工系 日向野敬太 理工系による大会運営、事務処理の全責任を担う。 

山本拓弥 理工系による大会運営、事務処理の全責任を担う。 

阿部貴大 理工系による大会運営、事務処理の全責任を担う。 

トレーニングリーダ

ー 

保坂 拓海 OB会で整理体操を担う。 

望月亮吾 OB会で整理体操を担う。 

小林遼平 OB会で整理体操を担う。 

マネージャー 田村 瞭奈 チームの環境面での支援責任を担う。 

 

２０１５年度 主将 挨拶 

～サッカー部主将を一年間務めて～ 

平素より現役へのご支援を賜り有難うございます。また、OB、OGの皆様におかれましては、御健闘のことと思

います。昨年度、主将を務めさせていただきました吾妻憲と申します。 

 昨年度は、4月に行われました稲穂フェスタにおいて 3位、ニッパツ理工系リーグ(旧理工系リーグ)において

優勝、新入生歓迎杯においては昨年に引き続き 2連覇という成績を残しました。一方で、新関東フットボールリ

ーグ、ジャトコ・横浜 Fマリノス新関東理工系リーグ、法政カップでは目標としていた成績を収めることが出来

ず不甲斐ない結果となってしまいました。昨年度入部した新入生はあまり多くありませんでしたが、全体としま

しては、例年より大人数での練習を行ってきました。また、非常に短時間の練習の中で全員が、質を高めるよう

常に意識して練習に励んでまいりました。時にはミーティングを開き、チーム全体で戦術などの共通理解を深め

ていきました。1年間を通してなかなか結果を残すことができなかった中、試行錯誤を繰り返して来ました。 

 私たちは、この経験を今後の人生で活かし、邁進してまいります。常に結果を求めて進んできた 1年間でした

が、新関東フットボールリーグ 1部昇格という工体連サッカー部にとって最大の目標を後輩に託したいと思いま

す。最後に、お仕事のお忙しい中、毎度の練習や試合に足を運んでくださる鷲尾監督には、多くのご迷惑をおか

けし、また助けて頂き感謝してもしきれませんが、今後ともご指導のほど、よろしくお願い致します。そして、

吉林豊浩様をはじめとします OB、OGの皆様、お忙しいとは思いますが今年度のチームのご指導、ご声援のほど

よろしくお願い致します。 

サッカー部主将 吾妻 憲  
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２０１５年度の戦績 

大会名 戦績 順位／参加チーム総数 

新関東理工系リーグ・春季リーグ ３勝２敗３分 ５位/９チーム 

新関東理工系リーグ・秋季カップ戦 ０勝１敗 一回戦敗退 

ニッパツ理工系リーグ ５勝１敗 優勝 

新関東リーグ・２部 Aリーグ戦 ３勝４敗 ４位/８チーム 

 

 

新社会人就職先／進学先 

現役時代役職 氏名 就職先／進学先 

主将 麻生大貴 岩谷産業株式会社 

主務 福田 凌 株式会社マルタカ・パルス 

副部長 大野 仁 株式会社オービック 

副部長 袴田翔太 SECOM北陸株式会社 

会計 林大輔 神奈川県立住吉高等学校 

マネージャー 潮田颯香 大和ハウス工業 

マネージャー 馬場里佳 岡三証券株式会社 

マネージャー 福田妃紗 三菱東京 UFJ銀行 

マネージャー 中嶋遥 株式会社テイクアンドギブ・ニーズ 
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ＯＢ会通信 

■ＯＢ会長挨拶 

ＯＢ会会長 伊藤 昇（1973年度卒） 

 

暑さ厳しき折り、OB、OGの皆様いかがお過ごしでしょうか？日頃より OB会活動にご理解ご協力頂き誠にあり

がとうございます。 

昨年 12月工体連は創立 50周年を迎え小金井キャンパスにて田中総長ご列席の下、記念式典が盛大に執り行わ

れました。工体連創立前より活動をスタートしたサッカー部はその中で中心的な役割を果たして来ていますが今

後もその責務は大きいと当日出席した OB、現役部員共々改めて感じさせられた式典となりました。 

今年度は予てより懸案となっておりました老朽化した部旗を新調し、6月の OB会にて皆様の想い、伝統、歴史

等と共に現役部員へ授与致しました。これは一昨年の 50 周年式典に於いて皆様より頂いた寄付金により作製し

たものでこの場をお借りし改めましてお礼申し上げます。 

また 4月には選手、マネージャー共に多数の新入生が入部し、新たにサッカーマガジンカップという大会に参

戦する事も決まりました。この様な活動の場の拡大に対し OB 会としても出来る限りの支援を行いたいと考えて

います。皆様のこれまで以上のご支援、ご協力をお願いすると共に OB会に是非参加いただき現役部員への指導、

激励頂ければ幸いです。  最後になりますが今年の会報発行が遅くなり大変申し訳ありませんでした。 

敬具 

 

■２０１６年度活動報告 

ＯＢ会幹事長 友野 雅之（1989年度卒） 

ＯＢ会幹事 藤田 明広（1995年度卒） 

 

向暑の候、皆様におかれましてはますますご活躍のこととお慶び申し上げます。平素は OB 会運営にご協力賜

りまして、誠にありがとうございます。 

早速ではございますが、『部旗新調』の件でご報告させて頂きます。一昨年秋に開催致しました『創部５０周

年式典』には、全国から多くの OB・OGの方々にご出席頂きまして、誠にありがとうございました。当日の OB会

費納入やカンパ等により OB会費にも多少の余裕が出来ました。そこで、長年の使用により一部に『破損・シミ・

汚れ等』が目立っておりました『部旗』の新調を OB会役員会にて、この度決議をし、作製致しました。 

なお、皆様もご存じの通り、現在は学部名も工学部から理工学部と変更となった関係により、工学部体育連合

会は消滅しており、我がサッカー部の正式名称も『法政大学学友会工体連サッカー部』となっております。工体

連という新名称の元、旧工学部体育連合会所属の他の部活動もそのほとんどが現在でも活動中であるため、他部

との関係性並びに伝統を重んじ、部旗には『法政大学学友会工体連蹴球部』との名称で作成致しました。 

既にお披露目は春季 OB会にて実施を致しました。今後、より多くの OB・OGの皆様に新しい部旗の元開催される

OB会へのご参加をお待ちしております。 

また、『OB会における会費』の件でご連絡させて頂きます。近年の OB会開催時に、グラウンドでのサッカーに

ご参加を頂いた OBの中に、その後の懇親会にはご参加頂けない方が散見されております。（特に、卒業して間も

ない若手 OBが多いように思われます。）我々OB会役員会としては、サッカーだけの参加ではなく、懇親会への参

加により現役や違う年代の OBとのコミュニケーションにより、OB会活動の活性化を期待しております。また、

創部 60 年、70 年･･･100 年を目指し、現役諸君への経済的援助も OB 会としての活動意義であるとも考えており

ます。 

そこで、今春季 OB会開催時より、懇親会での会費を含め、グラウンドでの OB会参加費の集金の実施をさせて

頂きました。もちろん、懇親会までの参加者とサッカーだけの参加者の集金額の差異はございますが、今回より
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このような集金方法を実施させて頂いたことに対し、ご理解賜りたくご報告させて頂きました。 

本件については、様々なご意見をお持ちの方もいらっしゃるかと考えます。ご意見をお持ちの方は直接拝聴を

させて頂きたく存じますので、OB会へのご参加をお待ちしております。もちろん、やむを得ずご参加を頂けない

方々のご意見も拝聴させて頂ける手段を整備して参りたいと考えております。 

最後に、今後ともより一層 OB会活動へのご支援・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。     

敬具 
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２０１５年度会計報告 

会計監査 吉林 豊浩、 武藤 嘉美 

会計 金田 聡史、 本城 賢嗣 

拝啓 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。この度は、ＯＢの皆様よりお預かり頂いております会費の

２０１５年度会計報告をさせて頂きます。本年度も自動振替について募集を継続しておりますので、是非とも同

封の書類にてお申し込みを宜しくお願い致します。 

敬具 

会計報告  

日付 費目 収入 支出 収支
2014年度 前期繰越 ¥715,236 ¥715,236
2015年度 OB会費の納入 ¥115,000 ¥830,236

2015年06月08日 法政大学工体連OB会費　年会費 ¥20,000 ¥810,236
2015年06月08日 法政大学工体連OB会費　広告費 ¥20,000 ¥790,236
2015年06月08日 法政大学工体連OB会費　振込手数料 ¥324 ¥789,912
2015年06月27日 春季OB会　スポーツ保険 ¥7,000 ¥782,912
2015年06月27日 春季OB会　スポーツ保険　振込手数料 ¥216 ¥782,696
2015年06月23日 自動振替書類　書留速達 ¥1,238 ¥781,458
2015年08月17日 利息 ¥47 ¥781,505
2014年09月18日 OB会報郵送料一式 ¥76,895 ¥704,610
2015年09月18日 夏季ＯＢ合宿打上　スポーツ保険 ¥7,000 ¥697,610
2015年09月18日 夏季OB会　スポーツ保険　振込手数料 ¥216 ¥697,394
2015年12月01日 法政大学工体連ＯＢ会　５０周年広告費　仮払い ¥130,000 ¥567,394
2015年12月12日 秋季ＯＢ合宿打上　スポーツ保険 ¥7,000 ¥560,394
2015年12月12日 秋季OB会　スポーツ保険　振込手数料 ¥216 ¥560,178
2015年12月17日 工体連ＯＢ会　５０周年広告費　入金　細渕様 ¥10,000 ¥570,178
2015年12月17日 工体連ＯＢ会　５０周年広告費　入金　灘様 ¥5,000 ¥575,178
2015年12月30日 工体連ＯＢ会　５０周年広告費　入金　山内様 ¥10,000 ¥585,178
2016年01月06日 工体連ＯＢ会　５０周年広告費　入金　高橋(利)様 ¥5,000 ¥590,178
2016年01月08日 工体連ＯＢ会　５０周年広告費　入金　秋山様 ¥5,000 ¥595,178
2016年01月12日 工体連ＯＢ会　５０周年広告費　入金　一ノ瀬様 5000 ¥600,178
2016年01月12日 工体連ＯＢ会　５０周年広告費　入金　大島様 20000 ¥620,178
2016年01月12日 工体連ＯＢ会　５０周年広告費　入金　渡辺(寛)様 10000 ¥630,178
2016年01月13日 工体連ＯＢ会　５０周年広告費　入金　古川様 5000 ¥635,178
2016年01月13日 工体連ＯＢ会　５０周年広告費　入金　高橋(孝)様 ¥10,000 ¥645,178
2016年01月29日 工体連ＯＢ会　５０周年広告費　入金　岩本様 ¥20,000 ¥665,178
2016年01月29日 工体連ＯＢ会　５０周年広告費　入金　益永様 ¥20,000 ¥685,178
2016年02月17日 工体連ＯＢ会　５０周年広告費　入金　荒木様 ¥5,000 ¥690,178
2016年03月27日 ４年生送別会　スポーツ保険 ¥7,000 ¥683,178
2016年03月27日 ４年生送別会　スポーツ保険　振込手数料 ¥216 ¥682,962

2015年度　単年度収支 ¥245,047 ¥277,321 ¥-32,274  

会費納入報告 

納付年度 氏名（敬称略） 納付額 納付年度 氏名（敬称略） 納付額
2015年度 白石 育哉 ¥3,500 2015年度 田口 斉 ¥3,500

粟野 均 ¥3,500 今井 敏夫 ¥3,500
坂本 誠 ¥10,000 斎藤 均 ¥3,500
斎藤 久 ¥3,500 高橋 孝志 ¥3,500
大島 光雄 ¥3,500 鹿山 雅彦 ¥3,500
小菅 修一 ¥3,500 木村 道子 （野町） ¥3,500
伊藤 昇 ¥3,500 谷本 宏昭 ¥3,500
本井 茂樹 ¥3,500 小玉 智 ¥3,500
初田 恵 ¥3,500 一ノ瀬 真人 ¥3,500
前田 雄二 ¥3,500 細淵 祐二 ¥3,500
若尾 敏之 ¥3,500 吉林 豊浩 ¥3,500
渡辺 寛 ¥3,500 佐々 憲一 ¥3,500
鷲尾 正孝 ¥3,500 金田 聡史 ¥3,500
中村 登 ¥3,500 神尾 弘毅 ¥3,500
藤村 幸生 ¥3,500 青木　悠一郎 ¥3,500  

納付年度 氏名（敬称略） 納付額
2015年度 "2015ネンカイヒ　S4"と記帳。記帳枠の制限で振込人が不明 ¥3,500  
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ＯＢ会費の納入について 

 今年も年会費 3,500円にてご協力の程、よろしくお願い致します。支払い方法は、自動引落とお振込のいずれ

かの方法でお願い致します。 

 

＜自動引落の皆様へ＞ 

今年は、１０月２７日の引き落としを予定しております。お手数ではありますが、８月３１日までに同封の返

信用封筒にて、ご連絡頂いた方を対象に自動引落とさせて頂きます。 

既に自動振替申込書を送付頂いている場合は、再度の送付を頂かなくても結構ですが、確実に銀行を指定した

い場合は、必ず返信封筒に自動振替の申込書を同封下さい。新規の方は、必ず自動振替の申込書を同封下さい。 

 

＜お振込みの皆様へ＞ 

年会費のお振込は、以下の所へお願い致します。お振込人名は、フルネームだけでお願い致します。 

三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店（２２０） 口座番号 １６７４６６４ 

法政大学工体連サッカー部 OB会  代表者 金田 聡史 

 

会計連絡先 

法政大学工体連サッカー部ＯＢ会会計 金田 聡史 

E-Mail ugi82059@yahoo.co.jp 
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会員の住所不明について 

以下のＯＢの皆様には、郵送連絡ができない状況となっております。お手数ですが、会員相互でご連絡が繋が

っていれば、以下の連絡先に対して情報をお寄せ頂きたく、宜しくお願い致します。お寄せ頂いた情報は、会員

相互および会員と現役との交流、ＯＢ会報、ＯＢ会開催連絡など、本ＯＢ会の活動に関連する事項についてのみ

利用させて頂きます。 

【連絡先】 

会計：  金田聡史 ： ugi82059@yahoo.co.jp 

【ご連絡内容】 

  ご卒業年度、ご氏名、出身学科、現役時代の役職、郵便番号、ご住所、お電話番号、 

Ｅ－Ｍａｉｌ、ご勤務先、ご勤務先電話番号 

 

住所不明会員リスト ※敬称略 

２０１６年３月１３日現在の情報を元にしております。
確認日 変更 期 卒業年 卒業年度 氏名 確認日 変更 期 卒業年 卒業年度 氏名
2001/05/09 不届き 第１期 S.42(1967) S.41 大綱 祐治 1998/07/28 不届き 第３６期 H.14(2002) H.13 恩田 雄介
1997/12/25 不届き 第１期 S.42(1967) S.41 長谷川 有信 2012/09/23 不届き 第３６期 H.14(2002) H.13 前田 康隆
1997/12/25 不届き 第１期 S.42(1967) S.41 横田 誠 2015/06/30 不届き 第３６期 H.14(2002) H.13 神谷 育枝
2013/05/06 不届き 第１期 S.42(1967) S.41 佐保田 直之 1998/07/28 不届き 第３６期 H.14(2002) H.13 樋口 智子
1997/12/25 不届き 第３期 S.44(1969) S.43 品川 博之 2012/06/17 不届き 第３７期 H.15(2003) H.14 加藤　光敏
1997/12/25 不届き 第３期 S.44(1969) S.43 小笠原 徹 2012/09/23 不届き 第３７期 H.15(2003) H.14 玉野井　智洋
1997/12/25 不届き 第３期 S.44(1969) S.43 尾形 喜隆 2001/01/13 不届き 第３７期 H.15(2003) H.14 大瀧　雅也
2001/05/08 不届き 第３期 S.44(1969) S.43 横井 輝彦 2001/01/13 不届き 第３７期 H.15(2003) H.14 横田　博之
2003/05/23 不届き 第４期 S.45(1970) S.44 高城 悟郎 2012/09/23 不届き 第38期 H.16(2004） H.15 土屋　友明
2001/05/08 不届き 第８期 S.49(1974) S.48 稲垣 雅道 2014/08/11 不届き 第38期 H.16(2004） H.15 水口　正軌
1998/07/28 不届き 第８期 S.49(1974) S.48 佐々木 伸治 2003/01/28 不届き 第38期 H.16(2004） H.15 加藤　貴
1997/12/25 不届き 第９期 S.50(1975) S.49 大橋 章康 2003/01/28 不届き 第38期 H.16(2004） H.15 前田　耕作
1997/12/25 不届き 第９期 S.50(1975) S.49 渡辺 毅 2014/07/07 不届き 第40期 H.18(2006) H17 十河　智昭
2001/05/08 不届き 第１０期 S.51(1976) S.50 丹治 永 2014/07/07 不届き 第40期 H.18(2006) H17 河田　俊
1999/09/06 不届き 第１０期 S.51(1976) S.50 片岡 啓 2012/06/17 不届き 第40期 H.18(2006) H17 西境　亮祐
1997/12/25 不届き 第１０期 S.51(1976) S.50 中村 幸一 2014/07/15 不届き 第40期 H.18(2006) H17 大上　寛之
1997/12/25 不届き 第１０期 S.51(1976) S.50 杉山 由金 2014/08/11 不届き 第41期 H.19(2007) H18 神谷　和彦
1997/12/25 不届き 第１１期 S.52(1977) S.51 野口 和彦 2012/09/23 不届き 第41期 H.19(2007) H18 和高　徹
1997/12/25 不届き 第１２期 S.53(1978) S.52 油免 憲雄 2012/06/17 不届き 第42期 H.20(2008) H.19 宇佐美 徹
2012/10/06 不届き 第１４期 S.55(1980) S.54 水島 利明 2012/06/17 不届き 第42期 H.20(2008) H.19 遠藤 友貴彦
2012/06/03 不届き 第１４期 S.55(1980) S.54 石川 剛 2012/06/17 不届き 第42期 H.20(2008) H.19 川北 裕一郎
2011/09/11 不届き 第１６期 S.57(1982) S.56 桜井 修 2014/07/07 不届き 第42期 H.20(2008) H.19 近藤　泰史
1997/12/25 不届き 第１７期 S.58(1983) S.57 林 幸子 2007/12/13 不届き 第42期 H.20(2008) H.19 佐藤　聡美
2014/09/28 不届き 第１８期 S.59(1984) S.58 松田 浩孝 2011/08/20 不届き 第42期 H.20(2008) H.19 佐藤　紘子
2011/09/11 不届き 第１８期 S.59(1984) S.58 矢代 修 2012/09/23 不届き 第43期 H.21(2009) H.20 荒巻 太郎
2012/10/14 不届き 第２２期 S.63(1988) S.62 多和田 聡 2011/08/02 不届き 第43期 H.21(2009) H.20 佐々木 悠馬
2011/09/11 不届き 第２３期 H.1(1989) S.63 渡井 哲 2015/06/30 不届き 第44期 H.22(2010) H.21 中川　元太
2011/09/11 不届き 第２６期 H.4(1992) H.3 吉岡 智文 2014/08/11 不届き 第45期 H.23(2011) H.22 西塚　智広
1998/11/29 不届き 第２７期 H.5(1993) H.4 川口 大輔 2014/09/28 不届き 第45期 H.23(2011) H.22 高宮　健豪
2013/05/06 不届き 第２８期 H.6(1994) H.5 宮坂 竜太 2014/05/27 不届き 第47期 H.25(2013) H24 永岡　宏樹
2012/09/23 不届き 第２９期 H.7(1995) H.6 松下 真哉 2014/06/15 不届き 第47期 H.25(2013) H24 西山　俊平
1998/07/28 不届き 第２９期 H.7(1995) H.6 北川 孝広 2014/06/15 不届き 第47期 H.25(2013) H24 中野　陸
2012/06/17 不届き 第３１期 H.9(1997) H.8 溝上 隆弘 2014/06/15 不届き 第47期 H.25(2013) H24 鈴木　康太
2011/08/20 不届き 第３１期 H.9(1997) H.8 清水 在三智 2014/06/15 不届き 第47期 H.25(2013) H24 成川　冬馬
2012/10/14 不届き 第３２期 H.10(1998) H.9 熊井 大哲 2014/06/15 不届き 第47期 H.25(2013) H24 今井　健人
2011/09/11 不届き 第３２期 H.10(1998) H.9 本城 賢嗣 2014/06/15 不届き 第47期 H.25(2013) H24 山崎　歩
2000/03/16 不届き 第３２期 H.10(1998) H.9 有賀 雅彦 2014/06/15 不届き 第47期 H.25(2013) H24 猪鹿倉　篤史
2001/05/08 不届き 第３２期 H.10(1998) H.9 山内 博明 2014/06/15 不届き 第47期 H.25(2013) H24 玉井　玲
2014/09/28 不届き 第３２期 H.10(1998) H.9 岡本 潤 2014/06/15 不届き 第47期 H.25(2013) H24 大場　雄史
2011/12/11 不届き 第３２期 H.10(1998) H.9 藤巻 博志 2014/07/15 不届き 第47期 H.25(2013) H24 藤井　紀明
2003/03/23 不届き 第３３期 H.11(1999) H.10 山田 真 2014/06/15 不届き 第47期 H.25(2013) H24 上野　実紀
2014/05/27 不届き 第３３期 H.11(1999) H.10 鈴木 織恵 2014/06/15 不届き 第47期 H.25(2013) H24 尾澤　尚子
2011/09/11 不届き 第３４期 H12(2000) H.11 神永 和洋 2014/03/03 不届き 第49期 H.27(2015) H26 大野　祐
2011/09/11 不届き 第３４期 H12(2000) H.11 斉藤 隆一 2014/03/03 不届き 第49期 H.27(2015) H26 武井　美穂
2011/09/11 不届き 第３４期 H12(2000) H.11 静 隆三郎 2015/06/30 不届き 第50期 H.28(2016) H27 吾妻　憲
2014/01/02 不届き 第３４期 H12(2000) H.11 渋沢 裕介 2015/06/30 不届き 第50期 H.28(2016) H27 天野　隼人
2015/06/30 不届き 第３４期 H12(2000) H.11 福島 敏之 2015/06/30 不届き 第50期 H.28(2016) H27 堀　有樹
2001/01/13 不届き 第３４期 H12(2000) H.11 堀井 茜 2015/06/30 不届き 第50期 H.28(2016) H27 高橋　直之
2014/05/27 不届き 第３５期 H.13(2001) H12 宮本 宏士 2015/06/30 不届き 第50期 H.28(2016) H27 岸本　甫
2003/06/30 不届き 第３５期 H.13(2001) H12 今川 喬 2015/06/30 不届き 第50期 H.28(2016) H27 小林　智和
2012/10/14 不届き 第３５期 H.13(2001) H12 岩井 卓也 2015/06/30 不届き 第50期 H.28(2016) H27 茂木　久朋
2001/10/09 不届き 第３５期 H.13(2001) H12 伊藤 明博 2015/06/30 不届き 第50期 H.28(2016) H27 寺澤　亮太
2001/06/01 不届き 第３５期 H.13(2001) H12 成松 史章 2015/06/30 不届き 第50期 H.28(2016) H27 渡辺　大智
2012/09/23 不届き 第３５期 H.13(2001) H12 氏家　康博 2015/06/30 不届き 第50期 H.28(2016) H27 江渡　凌介
2012/09/23 不届き 第３５期 H.13(2001) H12 中山 知子 2015/06/30 不届き 第50期 H.28(2016) H27 杉山　和哉
1998/07/28 不届き 第３６期 H.14(2002) H.13 小池 亮平 2015/06/30 不届き 第50期 H.28(2016) H27 白鳥　瞳
1998/07/28 不届き 第３６期 H.14(2002) H.13 山崎　信也 2015/06/30 不届き 第50期 H.28(2016) H27 田村　瞭奈
2012/09/23 不届き 第３６期 H.14(2002) H.13 岡 将太  
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～～会員情報～～ 

本資料は、１年に１度の会員情報の更新資料となります。お手数ですが、この１年、全くお変わりがない場合

でも必ずご返送をお願い致します。自動振込みの皆様には、手続きの関係上、８月３１日までにご投函をお願い

致します。 

 

ご氏名      ： 

ご卒業年度    ： 

出身学科     ： 

郵便番号     ： 

ご住所      ： 

お電話番号    ： 

ご勤務先     ： 

ご勤務先電話番号 ： 

ＰＣ－Ｍａｉｌ  ： 

携帯－Ｍａｉｌ  ： 

会費の支払い方法 ： 自動引落  お振込 

 

～～以下の余白には、住所不明会員でお心当たりの方についてご記入頂ければ幸いです～～ 
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