
平成27-28年度　ＫＴＣ竹水会役員 （平成27年3月26日現在）
役職名 氏　　名 学科 卒回 役職名 氏　　名 学科 卒回 役職名 氏　　名 学科 卒回 役職名 氏　　名 学科 卒回

会長（兼理事） 古澤一雄 Ｅ (24) 理事 小川定春 Ｅ 19 理事 山崎弦一 Ｄ 7 理事 濱田洋三 ＥＤ (48)
副会長 田中初一 Ｅ (12) 理事 長谷川友造 Ｅ 23 理事 有吉　寛 Ｅ (28) 理事 秋田政博 ＥＤ (49)
副会長（兼理事） 宇野健一 Ｅ (12) 理事 武田幸男 Ｅ Ⅱ 理事 枌原秀樹 Ｄ 8 理事 黒本欣弘 ＥＤ (49)
副会長（兼理事） 野村和男 Ｄ 4 理事 小津不二夫 Ｅ (1) 理事 中井光雄 E (29) 理事 清瀬　基 ＥＤ (50)
会計幹事（兼理事） 原田幸弘 ＥＤ (52) 理事 小阪田　昇 Ｅ (2) 理事 松尾至生 Ｄ 9 理事 服部克征 ＥＤ (50)
広報幹事（兼理事） 栗林 稔 ＥＤ (47) 理事 渡邊　糺 Ｅ (3) 理事 河原俊之 Ｅ (30) 理事 西尾英剛 ＥＤ (50)
幹事長（兼理事） 中井光雄 Ｅ (29) 理事 齋藤友宏 Ｅ (4) 理事 川端清司 Ｄ 10 理事 川那部元博 ＥＤ (51)
副幹事長（兼理事） 松尾至生 Ｄ 9 理事 吉田忠二 Ｅ (5) 理事 中尾光利 Ｅ (31) 理事 飯島正章 ＥＤ (51)
幹事（兼理事） 高城昌弘 Ｅ (9) 理事 Ｅ (6) 理事 西台　元 Ｄ 11 理事 原田幸弘 ＥＤ (52)
幹事（兼理事） 木谷　晃夫 Ｅ (10) 理事 井上忠司 Ｅ (7) 理事 中村健二 Ｅ (32) 理事 佐野渉二 ＥＤ (52)
幹事（兼理事） 津和章雅 Ｅ (11) 理事 奥野昭広 Ｅ (8) 理事 青木　茂 Ｄ 12 理事 野口大輔 ＥＤ （53）
幹事（兼理事） 北浦弘美 Ｅ (12) 理事 高城昌弘 Ｅ (9) 理事 中條拓伯 Ｅ (33) 理事 山本隆喜 ＥＤ （53）
幹事（兼理事） 河原伸吉 Ｅ (14) 理事 木谷晃夫 Ｅ (10) 理事 斉藤圭二 Ｄ 13 理事 中野誠司 ＥＤ （54）
幹事（兼理事） 太田有三 Ｅ (20) 理事 油谷　泰 Ｅ (10) 理事 長岡弘敏 Ｅ (34) 理事 林　直樹 ＥＤ （54）
幹事（兼理事） 横山洋一 Ｅ (20) 理事 津和章雅 Ｅ (11) 理事 Ｄ 14 理事 渡辺　葵 ＥＤ （54）
幹事 赤尾祐太郎 Ｅ (23) 理事 宇野健一 Ｅ (12) 理事 藤井　稔 Ｅ (35) 理事 鎌田友佳 ＥＤ （54）
幹事 内橋聖明 Ｅ (25) 理事 北浦弘美 Ｅ (12) 理事 赤澤俊徳 Ｄ 15 理事 小原朋子 ＥＤ （54）
幹事 中村修二 Ｅ (25) 理事 弓場敏嗣 Ｅ (12) 理事 塚本明利 Ｅ (36) 理事 （小篠裕子） ＥＤ （55）
幹事（兼理事） 藤井　稔 Ｅ (35) 理事 峯松正氣 Ｅ (13) 理事 （菅野弘樹） Ｄ 16 理事 酒井宏誌 ＥＤ （55）
幹事（兼監査） 土屋英昭 Ｄ 15 理事 河原伸吉 Ｅ (14) 理事 瀬川　淳 Ｅ (37) 理事 嶋岡史哲 ＥＤ （56）
監査 小林利彦 E (13) 理事 奥野　昇 Ｅ (15) 理事 森安孝雄 Ｄ 17 理事 岡野はるか ＥＤ （56）

理事 桜井 弘美 Ｅ (16) 理事 伊瀬恒太郎 Ｅ (38) 理事 佐々井恒一 ＥＤ （57）
理事 高橋　豊 Ｅ (17) 理事 橋本佳樹 Ｄ 18 理事 橘堂貴則 ＥＤ （57）
理事 岡田憲生 Ｅ (18) 理事 坂崎泰彦 Ｅ (39) 理事 千崎弘人 ＥＤ （58）
理事 山井政男 Ｅ (19) 理事 （亀屋雅樹） Ｄ 19 理事 ＥＤ （58）
理事 太田有三 Ｅ (20) 理事 西邑克行 Ｅ (40) 理事 砂子 赳 ＥＤ （59）

顧問（兼東京支部顧問） 高原正俊 Ｅ (1) 理事 横山洋一 Ｅ (20) 理事 西浦正英 Ｄ 20 理事 椿　一平 ＥＤ （59）
顧問（兼東京支部顧問） 平島一郎 Ｅ (1) 理事 吉野　優 Ｅ (21) 理事 Ｅ (41) 理事 竹下洋介 ＥＤ （60）

理事 （三宅康夫） Ｄ 1 理事 天野照彦 Ｄ 21 理事 北野祥平 ＥＤ （60）
顧問 坂井洋毅 Ｅ (8) 理事 江村徳男 Ｅ (22) 理事 Ｅ (42) 理事 出田　怜 ＥＤ （61）

理事 Ｄ 2 理事 Ｄ 22 理事 ＥＤ （61）
東京支部長 中川順三 Ｄ 3 理事 尾崎　稔 Ｅ (23) 理事 Ｅ (43) 理事 小國一道 ＥＤ （62）
東京支部幹事 今井博行 Ｅ (20) 理事 今井博行 Ｄ 3 理事 Ｄ 23 理事 古田健太 ＥＤ （62）
東京支部顧問（兼理事） 弓場敏嗣 Ｅ (12) 理事 古澤一雄 Ｅ (24) 理事 井上直樹 ＥＤ (44) 理事 村田大智 ＥＤ （63）
東京支部顧問 宗村俊明 Ｅ (14) 理事 野村和男 Ｄ 4 理事 山崎　亘 ＥＤ (44) 理事 山田浩史 ＥＤ （63）
東京支部顧問 中村　成 Ｅ (16) 理事 山崎清孝 Ｅ (25) 理事 早苗知彦 ＥＤ (44)

理事 宗進耕児 Ｄ 5 理事 ＥＤ (45)
理事 舟橋明憲 Ｅ (26) 理事 ＥＤ (46)
理事 鉄矢高文 Ｄ 6 理事 栗林 稔 ＥＤ (47)
理事 林　幹雄 Ｅ (27) 理事 韓　昌一 ＥＤ (48)

（　）：連絡先不明


