
2017年度酪農学園大学獣医学科同窓会役員名簿
卒業期 氏名 卒業期 氏名

1 野村　　武 31 川田　耕司
2 高橋　　健 32 前原　誠也
3 天野　博次 33 会津　里衣子
4 對島　　威 34 西川　晃豊
5 加藤　清雄 35 安部  玲央奈
6 南　　　繁 会長 36 美名口　順
7 田村　　孝 37 伊丹　貴晴
8 小岩　政照 副会長 38 陳内　理生
9 高瀬　直敬 39 中村　晃三
10 星野　佐登志 40 足立　真実
11 高橋　俊彦 41 伊藤　暁史
12 中出　哲也 42 内田　玲麻
13 小林　邦弘 43 権平　　智
14 近藤　　厚 44 遠藤　ちひろ
15 重信　隆夫 45 林　　美里
16 廣田　和久 副会長 46 広瀬　拓哉
17 泉澤　康晴 47 高橋　直紀
18 川本　　哲 48 家子　貴裕
19 植田　弘美 学内理事
20 松本　眞一 11 竹花　一成
21 平山　和子 13 大杉　剛生
22 工藤　竜二 17 及川　　伸
23 後藤　正光 25 大塚　浩通
24 古部　康成 37 村田　　亮
25 高橋　伸一 監事
26 梅原　健治 8 野上　良邦
27 岩野　英知 23 後藤　正光
28 三好  健二郎 事務局長 会計 大杉　剛生 嶋田　裕一
29 小池　政紀 事務局 三好　健二郎 美名口　順
30 福田　茂夫

支部番号 支部名 氏名
1 石狩 代議員 熊谷　真佐人
2 空知 代議員 佐藤　清和
3 胆振 代議員 植田　寿恵弘
4 日高 代議員 岡井　和彦
5 渡島・檜山 代議員 長谷川光弘
6 後志 代議員 匂坂　　昭
7 網走 代議員 釜谷　良範
8 十勝 代議員 宮崎　義明
9 根室 代議員 森田　正治
10 釧路 代議員 武田　　章
11 上川 代議員 川島　　功
12 留萌 代議員 脇渕　洋司
13 宗谷 代議員 新岡　琴瀬
14 青森 代議員 澤谷　航一
15 秋田 代議員 小松　　茂
16 岩手 代議員 多田　洋悦
17 宮城 代議員 後藤　忠彦
18 山形 代議員 小形　芳美
19 福島 代議員 久保　　明
20 茨城 代議員 橋　　直美
21 栃木 代議員 渡邊　正信
22 群馬 代議員 柴田　裕明
23 埼玉 代議員 細渕　　司

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾂﾋﾛ

ﾌﾘｶﾞﾅ
ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾄ
ｻﾄｳ ｷﾖｶｽﾞ
ｳｴﾀﾞ ｽｴﾋﾛ
ｵｶｲ ｶｽﾞﾋｺ

ｺﾞﾄｳ ﾀﾀﾞﾋｺ

ｻｷﾞｻｶ ｱｷﾗ
ｶﾏﾀﾆ ﾖｼﾉﾘ
ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼｱｷ
ﾓﾘﾀ ﾏｻﾊﾙ
ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾗ
ｶﾜｼﾏ ｲｻｵ
ﾜｷﾌﾞﾁ ﾖｳｼﾞ
ﾆｲｵｶ ｺﾄｾ
ｻﾜﾔ ｺｳｲﾁ
ｺﾏﾂ ｼｹﾞﾙ
ﾀﾀﾞ ﾖｳｴﾂ

ｵｶﾞﾀ ﾖｼﾐ
ｸﾎﾞ ｱｷﾗ
ﾊｼ ﾅｵﾐ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｱｷ
ﾎｿﾌﾞﾁ ﾂｶｻ



24 東京 代議員 渡邉　守都
25 千葉 代議員 井上　　貢
26 神奈川 代議員 松本　敏男
27 山梨 代議員 平島　勝教
28 長野 代議員 田中　清司
29 新潟 代議員
30 富山 代議員 永井　　勝
31 石川 代議員 藤井　謙芳
32 福井 代議員 仲村　和典
33 静岡 代議員 藤村　宗道
34 愛知 代議員 小嶋　裕隆
35 岐阜 代議員 岩佐　達男
36 三重 代議員 村田　耕一郎
37 奈良 代議員 塚原　一典
38 和歌山 代議員 山本　嘉彦
39 京都 代議員 向井　　裕
40 滋賀 代議員 丸田　真治
41 大阪 代議員 服部　孝二
42 兵庫 代議員 長濱　伸也
43 岡山 代議員 松本　博之
44 広島 代議員 竹信　幹徳
45 山口 代議員 市岡　貴典
46 鳥取 代議員 門脇　文生
47 島根 代議員 杉橋　章義
48 徳島 代議員 本田　　武
49 香川 代議員 入江　充洋
50 愛媛 代議員 仙波　和幸
51 高知 代議員 篠原　　修
52 福岡 代議員
53 佐賀 代議員 江永　幹雄
54 長崎 代議員 松﨑　秀保
55 熊本 代議員 安倍　明徳
56 大分 代議員 北村　裕和
57 宮崎 代議員 隈元　啓文
58 鹿児島 代議員 千葉　昭弘
59 沖縄 代議員 田中　巧一
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