
 

 

2019.07.03版 

東京工芸大学同窓会 

任期 平成 29年 5 月～令和 3年 4 月まで 

名誉会長  義江 龍一郎(学長) 

名誉顧問  奥沢 和夫(22期) 

顧問  堀内 陽二(32期)  奥田 昇(28 期)  細江 英公(29期) 

会長  田沼 武能(24期) 

副会長  大澤 登(30 期)  安達 洋次郎(39期) 内藤 明(47 期) 

理事長  川名 晴美(34期) 

専務理事  佐土原 一浩(36期) 池田 陽子(39期)  田村 寛(42 期) 

立川 宏司(42期) 

常務理事  杉木 彬(40 期)   上田 耕一郎(芸 3・75期) 

勝倉 崚太(芸 3・75期) 小川 誠(芸 5・77 期) 

会計監事  佐藤 研一(34期) 

理事  清宮 輝(33 期)  小池 恒裕(33期)  八方 一治(34期) 

内田 勲(39 期)  畑 鐡彦(41 期)  岡村 征夫(41期) 

小山 昌男(42期) 吉野 弘章(60期)  三上 賢(61 期) 

宮崎 洋(62 期)  有馬 秀樹(65期)  工藤 洋司(芸 1・73期) 

小宮 広嗣(芸 1・73期) 新城 敦(芸 1・73 期) 

岡本(石井) 久美子(芸 4・76)   磯田 正和(芸 7・79期) 

石井 清士(芸 10・82期) 岸 剛史(芸 11・83 期) 柴田 さやか(芸 11・8 期) 

高島 圭史(芸 14・86 期) 菅泉 亜沙子(芸 16・88期)長田 夏実(芸 17・89期)  

駕田 毅(42 期・支部長兼) 小林 俊郎(44期・支部長兼) 

宮﨑 和博(大学事務局長心得)  栗原 昌美(中野事務部長) 

北村 勝彦(中野事務部教務兼学生課長) 

評議員  中野 慶一(27期)  村上 力(28 期)  増田 鐡也(36期) 

久保 雅義(36期)  山田 仁(38 期)  新藤 健一(39期) 

鈴木 克明(40期)  川端 秀樹(41期)  山本 晃(41 期) 

上條 正名(43期)  佐藤 等(45 期)  大西 繁(47 期)  

小関 雅章(51期)  木下 恵修(70期)         西村 裕輔(芸 6・78 期) 



 

齋藤 明(芸 7・79 期) 古屋 周一(芸 8・80期) 坂本 佳子(芸 9・81期) 

鎌田 佳恵(芸 10・82 期) 野村 昌孝(芸 10・82 期) 山崎 宏之(芸 10・82 期) 

岩松 翔太(芸 10・82期)   川島 崇志(芸 11・83 期)  髙山 はるか(芸 11・83期) 

別府 笑(芸 11・83期)    大澤 暁空(芸 12・84 期) 伊藤 哲史(芸 13・85 期) 

森 優里絵(芸 14・86 期)  矢島 竜(芸 14・86期) 柳澤 有軌(芸 15・87 期) 

篠田 優(芸 16・88期) 白濱 晴香(芸 16・88 期) 北崎 貴士(芸 17・89 期) 

影山 あやの(芸 17・89期) 佐藤 柚美(芸 18・90期) 猿渡 恵(芸 18・90期) 

田村 旬平(芸 18・90期)   蛭田 真渚(芸 18・90 期)  武者 愛由香(芸 19・91期) 

並木 勇人(芸 19・91 期) 後藤 祐佳(芸 20・92期)  今井 倫人(芸 20・92期) 

今井 洸暉(芸 20・92 期) 小川 正(芸 20・92 期)    細野 彩音(芸 21・93期) 

佐藤 渚彩(芸 21・93 期) 森 あおい(芸 21・93期) 小西 宙矢(芸 21・93期) 

佐藤 宏美(芸 21・93 期) 佐藤 友見(芸 21・93期) 杉山 涼太(芸 22・94期) 

関田 悠登(芸 22・94 期) 和田 祐貴(芸 22・94期) 筒井 翔太(芸 22・94期) 

櫛本 晃児(芸 22・94 期) 美田 翼（芸 22・94期） 

支部長  小田 俊春(北海道 50 期) 村田 明(岩手 34期) 阿部 貴彦(宮城 61期) 

田中 信弘(山形 47期) 伊藤 正春(福島 44期) 細谷 治男(栃木 43期) 

冨野 憲治(群馬 46期) 岡田 康右(埼玉 48期) 高野 光弘(神奈川 48 期) 

磯 武(山梨 40 期) 小林 俊郎(新潟 44期) 松野 崇(静岡 42期) 

小坂 文誉(石川 52期) 野崎 博(富山 44期) 磯谷 武美(東海 36期) 

金居 光由(関西 54期)   奥谷 収吉(香川 46期)  西川 義章(高知 55期) 

堤 隆志(全九州 34期) 一楽 和夫(沖縄 51期)   韓 承卓(韓国芸 1・73 期) 


