
役　職 氏　名 卒業年 氏　名 卒業年 氏　名 卒業年 氏　名

顧問 島田　俊秀 26 田口 幸治 45 藤尾　清信 H10 奥田 麻子

顧問 坂尾 　隆 28 加籠六 溢朗 46 中薗 政彦 H10 税所 賢太郎

顧問 武隈　晃 28 加藤 吉行 46 川口　公男 H11 大囿 紀香

顧問 土田　理 29 海老原 一男 46 鳴戸　洋悦 H11 遠矢 博貴

顧問 上谷　順三郎 30 大塚 義雄 46 西元　耕司 H11 馬越 博之

顧問 有倉　巳幸 30 大塚 俊郎 47 川野　義博 H12 新名主 幸二

名誉会長 池之迫  靜男 30 町田 洋一 47 川﨑　榮夫 H14 渡邉 貴文

名誉会長 石神　正明 31 早水 秀久 47 山下　誠 H15 別府 美由紀

名誉会長 松永　郁男 31 永田 信道 48 福留　樹 H15 小牟禮 雄一

会長 東　寛治 31 堀切　國和 48 山下　峰雄 H16 松下 賢司

副会長 久保　正和 31 松本　健一郎 49 上林房 一正 H16 黒岩 真紀子

副会長 平澤 光徳 31 篠﨑　和子 50 秋武　達朗 H17 小原 一慶

副会長 田之上 齊 32 新堂 忠和 50 竹添　辰也 H17 喜世川 匡

理事 伊牟田　洋 32 山下 穂九郎 50 藤田 教夫 H18 塚原 亮大

理事 福澤　一 32 福元　信弘 51 乙須　稔 H19 宮下 洋平

理事 後藤千和子 34 本野 一郎 51 田淵　隆之 H22 小川　皓聖

理事 永田 憲太郎 34 原田  浩幸 52 寺師 千歳 H24 脇　圭一

理事 長浜　真一 34 石塚  勝郎 52 真邉 省至 H26 藤崎　洋祐

理事 上妻　和夫 34 鹿島　洋記 53 東園 和臣 H26 徳永　真琴

理事 鵜木　孝夫 34 小島　孝夫 53 天野 芳子 H26 松永　仁

理事 水之浦　修 34 長野　純二 54 大野 清昭 H27 森　由紀子

理事 山口　幸彦 35 元山 昌子 54 勝目 吉昭 H27 山下　拓郎

理事 小路　由美子 35 望月　武二 54 脇黒丸  悟 H27 楠元　康太

理事 末弘　紘一 36 鮫島　寛行 55 古賀 政文 H28 小原　美沙樹

理事 今林　俊一 36 福山 孝一 55 山口　修 H28 土持　夕果

理事 假屋園昭彦 37 内村　涼恵 55 木場　雅子 H28 桃木　幸将

理事 福満　博隆 37 佐賀　義彦 56 坂元 裕人 H29 江並 成就郎

理事 寺床　勝也 37 須賀　毅 56 黒松　正信 H29 満尾　健太

理事 瀬筒　寛之 38 田中 純也 56 児玉　泰男 H29 南薗　亜美

理事 南  孝一 38 松山 輝久 57 下向 輝光 H29 植村　悟

理事 南　貞己 39 山元　一典 58 駒走 正二 H30 白坂　大和

理事 西種子田　弘芳 39 横峯 政之 58 有馬 純一 H30 指宿　凌

理事 松清　秀一 39 中野 翠 59 川原 浩亀 H30 雉子谷　美樹

理事 新名主 健一 39 齊脇 司 59 岩元 幸成 H30 網屋　智子

幹事 浦口　俊裕 39 西牟田　賢一 60 大平 公明 H31 山下　裕太朗

監事 江口　英雄 40 西  望 61 日置 誠 H31 井上 栞里

監事 原口　熙 40 馬場 大三郎 61 前田 伸行 H31 仙場　彩永

事務 野間　ひろみ 40 上野　金夫 62 長元 武彦 H31 久保　翔平

40 米澤　勝英 62 有村 宏史 R2 鶴丸　陽平

41 若松　道弘 63 西　ゆかり R2 若林　桃

41 小島  三郎 63 田中 伊礎子 R2 徳丸　主磨

41 前田　成美 H01 前田 博王 R2 桑原　七海

支部世話役 41 山野　忍 H02 山田 吉夫 R3 塩満　一輝

鹿児島 木山 照夫 41 福島　隆雄 H02 福島 三鈴 R3 浦岡　大地

姶良 榎本　勝人 41 松永　隆 H03 西 淳一 R3 竹熊　渉悟

川辺 刈川　孝子 41 堀　三郎 H04 小久保 博幸 R4 春田　うらら

日置　 早川 良行 42 岡元　鐵哉 H04 内野 公貴 R4 山本　蒼斗

川薩　 向原　   翼 42 吉田　次 H05 中村 弘 R4 松木　菜那

出水(新) 井上 浩一 42 橋口　浩明 H05 渡辺 直哉

伊佐　 内倉　昭夫 42 山元　一八 H06 近藤 陽介

指宿 樋園　正郎 43 出口 定昭 H06 大脇 茂久

曽於　 下戸　勝一 44 西崎 大策 H07 山之内 太一 顧問・理事等　　　38名

肝属　 肥後　昌幸 44 児玉　義人 H08 森 安弘 支部世話役　　　　12名

熊毛　 羽 生 昌 弘 45 江田　芳朗 H08 上村 修 学年代表世話役　158名

大島　 大野榮三郎 45 伊牟田　義治 H09 藤島 伸一郎 （合計） 208　名

鹿児島大学教育学部同窓会役員名簿
令和4年10月12日現在
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