クラス幹事名簿（旧評議員）
川上
高木
川村
小林
福島
山口
木村
阿部
高木
藤田
塩田
田中
内村
齋藤
宮崎
山奥
森本
管
荒木
本田
村里
杉本
黒田
荒木
田浦
塚野
松本
水元
広瀬
紙永
永田
浜崎
坂本
山口
長田
吉岡
高柳
田中
熊崎
内田
松本
井上
吉村
本村
本田
馬場
宇土
森塚

彰 （建築１A）
紀夫（機械３A）
保春（建築６A）
禎信（電子８A）
正一（電子９A）
敏隆（電子10A）
幸二（電子11B）
希典（建築12A）
隆徳（建築13A）
泰治（機械14B）
昭浩（電子15A）
靖紀（建築15B）
豊 （機械16A）
一郎（建築16B）
輝也（電子17A）
高幸（建築17B）
一栄 （電子18A）
等 （建築18A）
敏也（電子19B）
則和（機械20A）
光幸（電子20B）
和弘（機械21A）
克宏（電子21B）
忍 （機械22B）
裕介（建築22A）
起史（機械23B）
力 （建築23A）
健二（機械24B）
昇 （建築24A）
安章（機械25B）
勝也（建築25A）
貴徳（機械26B）
浩仁（建築26A）
慶太（機械27B）
和貴（建築27A）
秀訓（機械28B）
幸二（建築28A）
宏直（電機１）
勝彦（建築29A）
博士（電機２）
勝義（建築 30）
伸也（電子31）
宗晃（機械32）
健治（情報４）
憲章（電機５）
久肇（建築33）
智明（電子34）
栄一（機械35）

野沢 博徳（機械２B）
金子 政司（建築３B）
土本 武一郎（建築６B）
松尾 澄秀（建築８A）
松尾 晴信（建築９A）
薄田 高志（電子11A）
松本 勝英（機械12B）
草野 勝義（機械13A）
松本 正文（建築13B）
本多 雅典（電子14B）
大町 英徳（電子15B）
志賀 紀朗（電子16A）
本多 由幸（機械16B）
飛永 秀彦（機械17A）
田上 修一（電子17A）
立光 啓二（機械18A）
森野 直 （電子18B）
岡田 栄治（機械19A）
太田 良幸（建築19A）
福山 幸一（機械20B）
本多 洋一（建築20A）
横田 光宏（機械21B）
山中 勝夫（建築21B）
奥野 忠重（電子22B）
森 謙一（建築22B）
松尾 一男（電子23A）
小島 博文（建築23B）
上田 勇 （電子24A）
山下 寿一（建築24B）
横田 昭人（電子25A）
鵜殿 信広（建築25B）
小笹 正和（電子26A）
荒木 博信（建築26B）
楮畑 重行（電子27A）
寺田 一郎（建築27B）
一ノ瀬 満秀（電子28A）
園田 忠信（建築28B）
坪内 文英（電子29）
隈部 新吾（建築29B）
本田 貴也（電子30）
園田 耕大（機械31）
小林 祐樹（情報３）
橋本 勝喜（電機４）
吉岡 信太郎（建築32）
近藤 智孝（電子33）
吉田 直樹（機械34）
植木 拓郎（情報6）
下田 健吾（電機７）

2021.12.01確認
林田 誠治（建築２A）
大石 正幸（機械５A）
山口 繁久（電子７A）
森藤 明則（建築８B）
下田 修 （建築９B）
竹田 健一（機械11B）
水本 洋 （電子12B）
徳永 伸好（電子13B）
鐘ヶ江 清春（機械14A）
松尾 裕美（電子14B）
珠林 信男（建築15A）
関 忠幸（電子16B）
片岡 由臣（建築16A）
芳本 秀文（機械17B）
中村 賢司（建築17A）
馬場 信夫（機械18B）
吉田 正孝（建築18B)
草野 秀信（機械19B）
入江 誠 （建築19B）
黒川 明広（電子20A）
吉田 章 （建築20B）
岩永 昌朗（電子21A）
山下 正幸（機械22A）
高木 勝幸（電子22A）
本田 則男（機械23A）
福島 伸生（電子23B）
平 憲吾（機械24A）
山本 公晴（電子24B）
福島 真一（機械25A)
木原 安孝（電子25B）
吉田 英史（機械26A）
松本 滋 （電子26B）
酒井 康伸（機械27A）
岩永 至亮（電子27B）
中村 謙太（機械28A）
下田 俊明（電子28B）
菅 正巳（機械29）
前田 文洋（情報１）
酒井 真一（機械30）
酒井 正則（情報２）
梶原 和仁（電機３）
伊藤 嵩 （建築31）
山川 秀喜（電子32）
井手 淳一（機械33）
金色 隼人（情報５）
植川 元気（電機６）
島田 洋佑（建築34）
安達 政孝（電子35）

小淵
宇土
柴原
古川
原口
上田
松尾
木下
浅田
兼口
山田
前田
福島
安達
駒田
辰田
森崎
狩野
坂本
田浦
鵜殿
林田
古賀
本田
越智
立花
小嶺
猿渡
荒木
村里
苑田
中野

繁人（情報7）
祥史（電機８）
徹 （建築36）
武明（電子37）
裕明（機械38）
和広（情報10）
亮児（電機11）
満博（建築39）
孝明（電子40）
幸大（機械41）
雄大（情報13）
辰徳（電機14）
拓也（建築42）
真育（電気１）
龍太郎（電機16）
祐 （機械45）
大地（建築45）
恭行（電気４）
慎之助（電機19 ）
凌介（機械48）
祐也（建築48）
啓佑（電気7）
泰之（電機22）
安成（機械51）
大輝（建築51）
祐樹（電気52）
彰一（電機53）
郁弥（機シ54）
敬輔（機シ55）
聖哉（電気電子55）
晃弥（機シ56）
志郎（電電56）

古川進一郎（建築35）
渡邉 茂樹（電子36）
品川 雄 （機械37）
湯田 裕樹（情報９）
高原 和広（電機10）
中田 大和（建築38）
三好 亮太（電子39）
井上 康一（機械40）
吉田 周平（情報12）
小嶺 佳之（電機13）
城谷 豪 （建築41）
高橋 諒 （電子42）
川口 昌 （機械43）
坂口 祐弥（建築43）
宮﨑 和也（電気２）
大島 卓也（電機17）
山口 竜矢（機械46）
山口 栄司郎（建築46）
増田 勇矢（電気５）
川島 一彦（電機20）
相川 歓喜（機械49）
谷本 純平（建築49）
山口 竜弘（電気８）
髙柳 寛斗（電機51）
稲田 祐介（機械52）
宮﨑 隼人（建築52）
池田 尚史（電気53）
荒木 裕雅（電電54）
本多 久遠（機シ55）
葉山 星也（建技55）
北浦 拓人（機シ56）
尾ノ上 辰典（建技56）

徳永 哲也（電機８）
松永 一世（情報８）
田中 陽光（電機９）
高木 英人（建築37）
森川 秀平（電子38）
永石 友和（機械39）
織田 哲郎（情報11）
結城 秀和（電機12）
大場 康生（建築40）
土橋 卓弥（電子41）
村山 昭史（機械42）
渡邉 歩末（情報14）
森塚 拓郎（電機15）
米田 憲明（機械44）
五島 知明（建築44）
吉田 佑太（電気３）
吉岡 一茂（電機18）
芝田 忠政（機械47）
吉岡 司 （建築47）
下田 健人（電気６）
前田 純兵（電機21）
堀田 拓夢（機械50）
江島 尚寛（建築50）
松本 喬志（電気51）
芦塚 海都（電機52）
松本 虎之介（機械53）
長谷川 光流（建築53）
藤本 将伍（建技54）
松本 歩夢（電電55）
伊藤 千尋（建技55）
村里 文哉（電電56）
松本 真凜（建技56）

