
2018年1月1日時点

立教会名および役職 氏名 卒年 学科・専攻

オホーツク立教会会長 小柳　直久 昭和35 経営学科
オホーツク立教会幹事長 井上　俊彦 昭和55 法学科
十勝立教会会長 池田　浩 昭和39 社会学科
十勝立教会幹事長 宇佐見　泰隆 昭和50 経営学科
釧路立教会会長 辻　昌一 昭和54 数学科
釧路立教会幹事長 菊池　吉史 平成21 観光学科
旭川立教会会長 原田　直彦 昭和56 法学科
旭川立教会幹事長 薄井　多賀子 昭和58 経済学科
小樽立教会会長 北村　猪之助 昭和32 社会科
小樽立教会幹事長 畑野　俊治 昭和40 経済学科
室蘭支部会長 平　武彦 昭和43 経営学科
札幌立教会会長 坂見　猪兵衛 昭和33 社会科
札幌立教会幹事長 金泉　征夫 昭和45 法学科
函館立教会会長 中村　昌弘 昭和50 産業関係学科
函館立教会幹事長 藤井　辰吉 平成15 観光学科
石狩立教会会長 後藤　正和 昭和52 経営学科
石狩立教会幹事長 谷口　秀治 昭和56 経営学科
青森立教会会長 小野　俊一 昭和54 法学科
八戸立教会会長 大久保　宗朝 昭和39 経営学科
八戸立教会幹事長 中川原　俊雄 昭和44 産業関係学科
弘前立教会会長 今泉　良郎 昭和51 物理学科
弘前立教会幹事長 今　孝博 昭和53 経営学科
岩手立教会会長 高橋　真裕 昭和48 法学科
岩手立教会幹事長 金沢　滋 昭和61 法学科
宮城立教会会長 中島　俊和 昭和50 法学科
宮城立教会幹事長 和中　健 昭和61 経営学科
秋田県南立教会会長 佐藤　雅俊 昭和49 経営学科
秋田県南立教会幹事長 田口　浩太郎 平成14 経営学科
秋田セントポールクラブ会長 小林　敦 昭和52 法学科
秋田セントポールクラブ幹事長 石塚　真人 昭和51 法学科
大館立教会会長 緑川　賢一 昭和45 経済学科
大館立教会幹事長 畠山　喜満 昭和48 法学科
山形立教会会長 後藤　完司 昭和46 経営学科
山形立教会幹事長 長橋　正人 昭和61 史学科
鶴岡立教会会長 佐藤　伸浩 昭和61 観光学科
鶴岡立教会幹事長 菅原　一浩 平成01 法学科
福島立教会会長 渡辺　恒幸 昭和52 経済学科
福島立教会幹事長 武藤　伸彦 昭和57 物理学科
郡山立教会会長 七海　正克 昭和42 経営学科
郡山立教会幹事長 丹治　勇 昭和42 経済学科
会津立教会会長 宮森　泰弘 昭和42 法学科
会津立教会幹事長 伊藤　裕康 昭和51 経済学科
いわきセントポール会会長 佐藤　友幸 昭和47 経済学科
いわきセントポール会幹事長 阿部　弘行 昭和59 経営学科
茨城立教会会長 打越　芳男 昭和38 法学科
茨城立教会幹事長 久野　哲男 昭和58 経営学科
茨城県南立教会会長 横田　晃一 昭和53 経済学科
茨城県南立教会幹事長 高林　克行 昭和57 経済学科
宇都宮・小山立教会会長 横倉　正一 昭和49 経営学科
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宇都宮・小山立教会幹事長 明賀　一博 平成07 経営学科
栃木市立教会会長 長谷川　孝 昭和51 法学科
栃木市立教会幹事長 鈴木　徳次郎 昭和51 フランス文学科
佐野立教会会長 三井　福次郎 昭和47 法学科
佐野立教会幹事長 大川　由昭 平成01 産業関係学科
日光地区立教会会長 星野　仁 昭和32 経営学科
日光地区立教会幹事長 植田　元文 昭和47 観光学科
足利立教会会長 大川　泰雄 昭和39 法学科
群馬県北部立教会会長 福田　朋英 昭和49 社会学科
高崎立教会会長 樋田　康行 昭和50 法学科
高崎立教会幹事長 小林　均 昭和58 産業関係学科
桐生立教会会長 小林　俊久 昭和45 法学科
桐生立教会幹事長 澤田　匡宏 昭和56 産業関係学科
前橋立教会会長 大川　正子 昭和59 経営学科
前橋立教会幹事長 大川　聡 昭和57 経営学科
太田立教会会長 村木　一夫 昭和46 経営学科
太田立教会幹事長 岩井　健一郎 昭和52 経済学科
比企立教会会長 柳澤　稔 昭和50 経営学科
比企立教会幹事長 木村　毅 昭和52 経営学科
桶川立教会会長 天沼　澄夫 昭和44 経済学科
桶川立教会幹事長 斉藤　修弘 平成09 国際・比較法学科
春日部・岩槻立教会会長 安藤　奏 平成23 法学科
春日部・岩槻立教会幹事長 繪野澤　香里 平成23 社会学科
川口立教会会長 池田　壽文 昭和47 経済学科
川口立教会幹事長 小嶋　通昭 昭和54 経済学科
志木立教会会長 浅川　恵弘 昭和39 経営学科
飯能立教会会長 増岡　利和 昭和49 観光学科
飯能立教会幹事長 川村　信幸 平成06 経済学科
川越立教会会長 笹川　幸男 昭和52 経済学科
川越立教会幹事長 今井　孝雄 昭和52 経営学科
上尾立教会会長 星野　又右衛門 昭和54 経営学科
上尾立教会幹事長 島村　健 昭和58 法学科
所沢立教会会長 荻野　敏行 昭和49 経営学科
所沢立教会幹事長 山田　壽男 昭和55 経営学科
戸田立教会会長 寺前　貴 昭和39 社会学科
戸田立教会幹事長 平山　裕嗣 昭和53 経営学科
熊谷立教会会長 中澤　実 昭和46 産業関係学科
熊谷立教会幹事長 福島　良浩 昭和54 法学科
大宮立教会会長 星野　政雄 昭和36 経営学科
大宮立教会幹事長 橋本　和久 昭和61 観光学科
浦和立教会会長 内木　滋郎 昭和38 経営学科
浦和立教会幹事長 玉井　哲夫 昭和53 法学科
草加・越谷立教会会長 宮里　良道 昭和57 経済学科
草加・越谷立教会幹事長 藤沼　清貴 昭和52 経営学科
新座立教会会長 須田　健治 昭和44 経済学科
新座立教会幹事長 増田　眞一 昭和49 経済学科
東入間地区立教会会長 島田　行雄 昭和44 法学科
東入間地区立教会幹事長 深沢　秀臣 昭和51 経営学科
蕨立教会会長 田中　正敏 昭和42 経済学科
蕨立教会幹事長 板垣　英俊 昭和50 法学科
鴻巣立教会会長 野口　泰三 昭和53 心理学科
鴻巣立教会幹事長 栗原　俊也 昭和62 法学科
千葉西部地区立教会会長 長野　泰二 昭和28 経営学科
千葉西部地区立教会幹事長 倉石　昇 昭和33 経済学科
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野田立教会会長 伊藤　義雄 昭和47 経営学科
野田立教会幹事長 金野　治雄 昭和34 経済学科
市川・浦安立教会会長 柘植　和貴 昭和43 英米文学科
市川・浦安立教会幹事長 中村　広人 昭和61 産業関係学科
松戸立教会会長 雨宮　勇造 昭和31 社会科
松戸立教会幹事長 中山　政明 昭和43 経済学科
千葉セントポールクラブ会長 大木　康正 昭和62 経済学科
千葉セントポールクラブ幹事長 池田　毅 昭和57 産業関係学科
南房総立教会会長 諫山　昌一 昭和47 法学科
成田立教会会長 山崎　武彦 昭和33 経済学科
成田立教会幹事長 福田　稔 昭和52 経済学科
船橋立教会会長 石塚　啓三 昭和40 経営学科
船橋立教会幹事長 池田　謙一 昭和45 法学科
柏セントポールクラブ会長 岡本　愛美 昭和57 産業関係学科
柏セントポールクラブ幹事長 森　栄男 昭和41 社会学科
佐倉立教会会長 佐久間　健 昭和35 経済学科
佐倉立教会幹事長 荒明　昭 昭和47 法学科
足立立教会会長 伊奈　政昭 昭和57 産業関係学科
足立立教会幹事長 安蒜　敏夫 昭和55 経済学科
豊島立教会会長 神尾　嘉彦 昭和45 産業関係学科
豊島立教会幹事長 今井　文彦 昭和51 経営学科
上野・浅草立教会会長 佐藤　一也 昭和52 産業関係学科
上野・浅草立教会幹事長 上村　直裕 昭和58 経営学科
東京府中・調布立教会会長 大橋　三紀夫 昭和48 経済学科
東京府中・調布立教会幹事長 水野　茂 昭和47 社会学科
中野立教会会長 中原　孝 昭和52 経済学科
中野立教会幹事長 三木原　庸夫 昭和57 経済学科
日本橋立教会会長 平野　煕幸 昭和36 経済学科
日本橋立教会幹事長 宮坂　文一 昭和46 法学科
練馬立教会会長 松村　寛 昭和48 経済学科
練馬立教会幹事長 定方　信雄 昭和61 社会学科
八王子立教会会長 平山　英樹 昭和44 法学科
八王子立教会幹事長 加藤　彰 昭和52 経営学科
深川立教会会長 井川　安正 昭和43 産業関係学科
深川立教会幹事長 桜井　彰 昭和54 産業関係学科
港区セントポールクラブ会長 呉　東富 昭和41 経営学科
港区セントポールクラブ幹事長 石渡　美奈 平成02 日本文学科
アラカワ・セントポールズ・クラブ会長 荒井　詔二郎 昭和42 経済学科
アラカワ・セントポールズ・クラブ幹事長 湯田　啓一 昭和48 経済学科
板橋立教会会長 中島　淑夫 昭和43 経営学科
板橋立教会幹事長 梅田　憲司 昭和50 経済学科
三鷹立教会会長 鈴木　紀子 昭和32 経済学科
三鷹立教会幹事長 小川　守正 昭和48 観光学科
新宿立教会会長 岩田　護 昭和56 経営学科
新宿立教会幹事長 川村　裕介 平成14 観光学科
北立教会会長 富田　雄幸 昭和40 経営学科
北立教会幹事長 原　國夫 昭和48 経済学科
墨田立教会会長 齋藤　修 昭和28 経営学科
墨田立教会幹事長 大竹　洋太郎 昭和31 経営学科
世田谷立教会会長 宮崎　雅史 昭和47 経済学科
世田谷立教会幹事長 矢川　健夫 昭和61 経営学科
武蔵野立教会会長 内藤　博子 昭和33 英米文学科
武蔵野立教会幹事長 荒井　伸吉 昭和45 経営学科
葛飾立教会会長 阿部　武 昭和45 産業関係学科
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葛飾立教会幹事長 武藤　虎之介 昭和59 経営学科
文京セントポールズ・クラブ会長 浮貝　英雄 昭和45 法学科
文京セントポールズ・クラブ幹事長 石原　秀泰 昭和50 法学科
江戸川立教会会長 高橋　歩 昭和51 経営学科
江戸川立教会幹事長 原　芳伸 昭和54 経営学科
町田立教会会長 佐藤　伸幸 昭和42 法学科
町田立教会幹事長 林　潤 昭和48 経営学科
立川立教会会長 福島　静子 昭和35 心理教育学科
立川立教会幹事長 湯浅　修 昭和59 産業関係学科
杉並立教会会長 伊藤　泰子 昭和45 英米文学科
杉並立教会幹事長 本村　敏則 昭和49 法学科
稲城・多摩立教会会長 上田　道栄 昭和56 日本文学科
稲城・多摩立教会幹事長 中川　愼一 昭和56 経済学科
川崎立教会会長 鈴木　孝雄 昭和39 経済学科
川崎立教会幹事長 町田　香子 昭和55 法学科
横須賀立教会会長 佐藤　尚敏 昭和43 経営学科
横須賀立教会幹事長 望月　新一 平成02 経済学科
大和立教会会長 白銀　良三 昭和47 経済学科
大和立教会幹事長 金子　昌充 昭和61 産業関係学科
厚木立教会会長 大久保　春樹 昭和45 法学科
厚木立教会幹事長 窪田　陽次 昭和47 物理学科
逗子葉山立教会会長 松田　武久 昭和41 法学科
逗子葉山立教会幹事長 東郷　洋次 昭和41 経営学科
平塚立教会会長 駒沢　慎一郎 昭和39 経済学科
平塚立教会幹事長 今井　照男 昭和51 法学科
横浜立教会会長 大橋　英五 昭和41 経済学科
横浜立教会幹事長 上原　敏博 昭和42 経済学科
湘南立教会会長 清水　誠 昭和41 経済学科
湘南立教会幹事長 田中　征彦 昭和42 経営学科
神奈川・座海綾立教会会長 原田　幸治 昭和42 経営学科
神奈川・座海綾立教会幹事長 和田　烈 昭和39 経営学科
小田原立教会会長 相原　金太朗 昭和43 法学科
小田原立教会幹事長 門松　武則 昭和43 経営学科
よこはま青葉立教会会長 安元　眞之 昭和40 経済学科
よこはま青葉立教会幹事長 青井　範子 昭和55 フランス文学科
相模原立教会会長 落合　敏宏 昭和45 法学科
相模原立教会幹事長 吉村　登志子 昭和39 英米文学科
新潟立教会会長 滝澤　敏郎 昭和36 経済学科
新潟立教会幹事長 山田　隆一 昭和52 経済学科
上越セントポールクラブ会長 杉山　榮一 昭和36 経営学科
上越セントポールクラブ幹事長 大塚　幸四郎 昭和43 経済学科
長岡立教会会長 田村　和仁 昭和55 経済学科
長岡立教会幹事長 加藤　武 平成02 産業関係学科
富山立教会会長 中田　佳男 昭和42 経営学科
富山立教会幹事長 山口　昌広 昭和57 経済学科
石川立教会会長 鍔　一郎 昭和52 観光学科
石川立教会幹事長 小柳　善裕 昭和55 産業関係学科
福井セントポールクラブ会長 安本　仰路 昭和39 史学科
福井セントポールクラブ幹事長 多田　伸 昭和46 法学科
山梨立教会会長 山田　栄一 昭和46 経営学科
山梨立教会幹事長 米山　俊彦 昭和53 経営学科
長野立教会会長 松橋　孝夫 昭和42 経済学科
長野立教会幹事長 杉崎　紀夫 昭和52 経営学科
アルプスセントポールクラブ会長 石井　基 昭和29 経済学科
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アルプスセントポールクラブ幹事長 金井　竹重 昭和53 法学科
飯田立教会会長 外松　豊 昭和44 経営学科
飯田立教会幹事長 神藤　光裕 昭和62 経済学科
上田立教会会長 金子　哲也 昭和45 経済学科
上田立教会幹事長 西沢　逸郎 昭和57 経済学科
諏訪セントポールクラブ会長 小飼　隆文 昭和40 経営学科
諏訪セントポールクラブ幹事長 竹村　義憲 昭和60 法学科
伊那立教会会長 小澤　陽一 昭和49 観光学科
伊那立教会幹事長 広瀬　一男 昭和56 経済学科
軽井沢セントポールクラブ会長 山口　登 昭和57 経済学科
軽井沢セントポールクラブ幹事長 山中　里香 平成01 観光学科
岐阜立教会会長 清水　憲明 昭和44 法学科
岐阜立教会幹事長 森　千枝子 昭和55 英米文学科
熱海立教会会長 原　英之 昭和51 産業関係学科
熱海立教会幹事長 出口　直樹 平成01 英米文学科
沼津立教会会長 赤堀　肇紀 昭和48 経営学科
沼津立教会幹事長 星野　康仁 昭和54 法学科
清水立教会会長 稲垣　眞也 昭和33 経営学科
清水立教会幹事長 三浦　喜一朗 昭和36 経営学科
静岡セントポールクラブ会長 久保田　隆 昭和52 観光学科
静岡セントポールクラブ幹事長 白鳥　正人 昭和60 経済学科
遠州立教会会長 山下　智司 昭和49 観光学科
遠州立教会幹事長 十束　節郎 昭和59 社会学科
伊東立教会会長 林　郁太郎 昭和35 社会学科
伊東立教会幹事長 肥田　剛 昭和63 産業関係学科
三島セントポールクラブ会長 石川　貴彦 昭和49 経営学科
三島セントポールクラブ幹事長 高木　基 昭和54 産業関係学科
富士・富士宮立教会幹事長 渡辺　一敏 昭和57 キリスト教学科
島田立教会会長 鈴木　毅志 昭和39 経済学科
島田立教会幹事長 赤堀　保裕 昭和58 法学科
静岡支部連合会会長 石垣　善康 昭和44 法学科
愛知セントポールクラブ会長 小栗　七生 昭和34 経営学科
愛知セントポールクラブ幹事長 石川　正雄 昭和44 産業関係学科
蒲郡立教会幹事長 酒井　雅幸 昭和44 法学科
東三河立教会会長 山本　光伸 昭和59 経済学科
東三河立教会幹事長 広瀬　重人 昭和56 経済学科
三重立教会会長 村木　正二 昭和41 経済学科
三重立教会幹事長 清水　孝眞 昭和54 経営学科
滋賀立教会会長 宇野　治 昭和45 経営学科
滋賀立教会幹事長 豊田　一美 昭和45 経営学科
京都立教会会長 高田　信一 昭和62 経営学科
京都立教会幹事長 古久根　孝男 昭和58 経済学科
大阪支部会長 木村　仁 平成03 経済学科
大阪支部幹事長 萩原　宏宗 平成05 観光学科
神戸セントポールクラブ会長 福原　章 昭和47 史学科
神戸セントポールクラブ幹事長 村上　和行 昭和52 経営学科
奈良セントポールクラブ会長 松岡　泰夫 昭和37 経営学科
奈良セントポールクラブ幹事長 古屋　伸之 昭和45 法学科
和歌山立教会幹事長 雑賀　俊久 昭和47 観光学科
橋本立教会会長 谷口　善志郎 昭和36 経営学科
紀南立教会会長 長尾　欽一朗 昭和44 日本文学科
紀南立教会幹事長 廣井　亮 平成10 史学科
鳥取県西部立教会会長 内田　幸二 昭和48 法学科
鳥取県西部立教会幹事長 大道　幸祐 平成06 教育学科



立教会名および役職 氏名 卒年 学科・専攻

鳥取立教会会長 本村　曉司 昭和43 経済学科
鳥取立教会幹事長 矢田　英人 昭和47 経済学科
島根セントポール会会長 久保田　一朗 昭和49 産業関係学科
島根セントポール会幹事長 仁宮　修 昭和59 心理学科
岡山立教会会長 星島　淑子 昭和43 経営学科
岡山立教会幹事長 奥田　信一 昭和48 法学科
津山立教会会長 野口　照夫 昭和35 社会学科
津山立教会幹事長 花房　稔 昭和44 産業関係学科
広島立教会会長 廣川　正一 昭和50 経済学科
広島立教会幹事長 川西　雅彦 昭和63 法学科
福山立教会会長 棗田　章弘 昭和58 経済学科
福山立教会幹事長 藤井　秀憲 平成07 経済学科
山口立教会会長 松永　範彦 昭和44 法学科
山口立教会幹事長 梅林　義彦 昭和55 観光学科
徳島セントポールズクラブ会長 玉置　潔 昭和48 経済学科
徳島セントポールズクラブ幹事長 高田　興 平成04 国際・比較法学科
香川立教会会長 河野　二郎 昭和49 経営学科
香川立教会幹事長 小島　英夫 昭和50 観光学科
愛媛立教会会長 十河　嘉彦 昭和43 経済学科
愛媛立教会幹事長 富田　耕治 昭和57 経営学科
今治立教会会長 白石　洋治 昭和42 経営学科
今治立教会幹事長 壷内　卓 昭和53 法学科
高知立教会会長 小川　雅弘 昭和59 経営学科
高知立教会幹事長 小島　一水 昭和49 法学科
北九州立教会会長 江渕　泰生 昭和50 法学科
北九州立教会幹事長 自見　政芳 昭和47 心理学科
福岡立教会会長 松下　昭 昭和48 法学科
福岡立教会幹事長 源田　道子 平成02 法学科
久留米立教会会長 龍頭　宏典 昭和44 産業関係学科
久留米立教会幹事長 岩邊　康平 昭和63 経済学科
佐賀立教会会長 平　龍三郎 昭和43 社会学科
佐賀立教会幹事長 大谷　賢二 昭和48 経済学科
長崎立教会会長 松尾　豊明 昭和46 経営学科
長崎立教会幹事長 山口　喜三 昭和61 経済学科
佐世保セントポールクラブ会長 梅林　琢磨 昭和38 経済学科
佐世保セントポールクラブ幹事長 橘高　克和 昭和46 経営学科
熊本立教会会長 與縄　義昭 昭和39 社会学科
熊本立教会幹事長 岡村　龍生 昭和50 法学科
大分立教会会長 小口　展弘 平成06 経済学科
大分立教会幹事長 田中　薫子 昭和63 キリスト教学科
宮崎立教会会長 若曽根　隆志 昭和50 法学科
宮崎立教会幹事長 杉田　和也 平成07 社会学科
鹿児島立教会会長 西　みやび 昭和60 キリスト教学科
鹿児島立教会幹事長 林　隆秀 昭和52 経済学科
沖縄セントポール会会長 与世田　兼稔 昭和53 民刑事法専攻
沖縄セントポール会幹事長 幸地　東 昭和57 社会学科


