
№ 支部名 代議員数
46 電機学校同窓会

選出（10名）
47 地方支部
選出（8名）

01 北海道支部 1 稲村 尊史

02 青森県支部 1 村上 修一

03 岩手県支部 1 斎藤 修

04 宮城県支部 1 南波 紀次

05 秋田県支部 1 寳田 謙一

06 山形県支部 1 山鹿 俊一

07 福島県支部 1 網田 雄治

08 茨城県支部 4 染谷 正之 鶴田 俊彦 上野 道昭 冨田 玄隆 毛内 正晴

09 栃木県支部 2 菊池 勉 高松 秀和 森戸 義美

10 群馬県支部 2 長谷川 敏泰 荒木 佳昭

11 埼玉県支部 23 川上 茂 細渕 清 大舘 昌男 富田 英雄 松﨑 裕一 小島 一記 福澤 智 平野 桂介 林 猛 菅野 敏雄

高橋 信雄 中島 靖男 加藤 克己 阿部 陽一 大野 孝 坂田 一也 小川 謙一 幕田 俊勝 鈴木 行男

戸塚 英雄 古東 馨 金 俊和 山名 昌男 金築 律夫 本橋 光也 本間 章彦 田邉 敏宏 熊谷 正樹

野垣 正義 小畑 修二 宮下 収 飯塚 道夫 江頭 勇 吉田 憲司 加藤 綾子

桑谷 佳容 浅見 光男 長岡 滋 平栗 健二 向芝 京太 吉川 和彦

松本 隆司 五津 利雄 羽根吉 寿正

12 千葉県支部 12 中原 秀治 田中 豊英 大門 正明 谷本 金吾 福嶋 邦夫 北田 博雄 北村 要 渡辺 幸久 伊奈 敬 今村 榮一 高久 廣毅

石野 智明 大石 博 松本 武 市川 勝利 野島 謙之助 山本 隆洋 安藤 志朗

田中 豊明 黒沢 昌弘 堀岡 佑吉 鈴木 正仁 髙橋 武仁

13 東京都支部 30 安達 雅春 飯島 洋 犬竹 功 井上 輝雄 野村 章次 早水 俊樹 濱田 剛 川村 登志一 大沼 一博 我孫子 篤

印宮 登 上西 栄太郎 加藤 浩章 上西 寛一郎 松村 晃司 三井 和幸 髙田 英久 竹内 勇夫 西浦 猛士 越原 信夫

川合 通文 窪田 輝巳 小林 清一郎 近藤 史生 五十嵐 洋 澤瀬 翔一 石崎 泰司 金子 英司 齋藤 隆

高橋 明 田村 信一 積田 洋 豊田 喜敬 藤井 厚郎 小林 晴貴 藤井 幸太郎

新津 安男 根本 一次 根本 昌徳 野口 明

野崎 隆 福田 文夫 別府 明雄 星野 洋

松永 英伸 峯澤 意卓 村田 耕治 柳田 裕二

山本  章義 横田 貢

14 神奈川県支部 12 渡辺 貞綱 平山 文雄 真崎 宏三 松本 袈裟文 相原 浩一 相川 昭仁 須田 毅 荒 教 山田 富夫 井上 礼次

森井 曠雄 稲毛 通男 笠原 明 成田 正 内藤 眞拓 鈴木 整司

藤川 広之 勝 忠義 露木 育夫 岩城 則幸

15 新潟電機会 1 吉川 晴一

16 新潟県央電機会 1 井口 光秋

17 富山県支部 1 塩田 一人

18 石川県支部 1 泉谷 正由樹

19 福井県支部 1 伊東 博之

20 山梨県支部 1 浅川 秀人

21 長野県支部 2 酒井 孝芳 加々見 康文

22 岐阜県支部 1 高橋 憲治

23 静岡県支部 3 岩城 一仁 松浦 芳明 大沼 陽彦

24 愛知県支部 1 黒岩 伸二 松尾 隆徳

25 三重県支部 1 太田 圭志 石黒 鐵彦

26 京都府・滋賀県支部 1 福良 正史

27 大阪府支部 1 佐藤 二朗

28 兵庫県支部 1 岩城 宏之 金坂 保仁

29 奈良・和歌山県支部 1 荘司 彰

30 山陰支部 1 平尾 達志 岡田 俊明

31 山陽支部 1 飯田 克義

32 徳島県支部 1 張間 亮

33 香川県支部 1 北浦 一義

34 愛媛県支部 1 加藤 良浩

35 高知県支部 1 野村 弘

36 福岡県支部 1 島田 茂 山口 善一郎

37 佐賀県支部 1 門川 厚文

38 長崎県支部 1 松本 容治

39 熊本県支部 1 河北 隆生

40 大分県支部 1 續 俊一

41 宮崎県支部 1 吉川 和夫

42 鹿児島県支部 1 原田 豊文

43 沖縄県支部 1 喜屋武 弘

124 124 30 20 10 7

合計 191

令和3年2月18日

一般社団法人東京電機大学校友会　令和3年度・4年度　代議員名簿

支部選出（124名） 44 大学同窓会選出（30名） 45 中・高同窓会選出（20名）

選挙管理委員会


