
令和２年度 同志社大学体育会自動車部OB・OG会 役員組織名簿 2020..7.27 現在

９０周年記念事業実行委員会準備事務局 会 長 野尻 健史(S41) OB・OG会事務局 名誉顧問 野村 憲司(S35) 第三代会長

実行委員長 平尾 隆史(S48) 事務局長 平尾 隆史(S48) 太田伊右衛門(S38) 第四代会長

事務局長 今井 誠(S54) 会 計 井上 猛(S48) 石田 信博（商学部教授）部長先生 現役指導

井上 猛(S48) 横井 慎一(S55) 平尾 隆史(S48) 今井 誠(S54) 顧 問 三浦 良春(S36) { 評議員 } 総 監 督 今井 誠(S54)

委 員 八木 政幸(S63) 金川 直(S63) 副会長 井上 猛(S48) 幹 事 横井 慎一(S55) 三宅 由紘(S36) 松村 光三(S37) 監 督 冨永 直史 (H7)

安田 智子 (H1) 出雲寺 郁(H3) 横井 慎一(S55) 安田 智子(H1) G M 安田 智子 (H1)

冨永 直史 (H7) 仲村 真俊(H9) 監 査 森本 啓嗣(S48） 奥 明栄(S54) 副G M 出雲寺 郁(H3)

足達 理人(H20) 石割 久嗣(H23) コーチ 馬渕 愛 (H27)

馬渕 愛 (H27) 仲 健太郎(H29) 仲 健太郎(H29)

理 事

同志社スポーツユニオン 三宅 由紘(S36) 松村 光三(S37) 三田 業秋(S39) 学年幹事

副理事長 正村 公一(S54) 稲田 真一(S40) 迫 武尚(S41) 中村 成之(S42) リーダー

顧 問 野村 憲司(S35) 三宅 由紘(S36) 松村 光三(S37) 森本 啓嗣(S48） 石川 康恵(S49) 吉村 栄治(S50) 秋下 好正(S32） 寺岡 茂弘(S33)

太田伊右衛門(S38) 野尻 雅人(S52) 今井 誠(S54) 谷口 修司(S58) 古松 勝定(S35)

代表理事 野尻 健史(S41) 八木 政幸(S63) 金川 直(S63) 安田 智子(H1) 三宅 由紘(S36) 松村 光三(S37) 太田伊右衛門(S38)

常任理事 稲田 真一(S40) 迫 武尚(S41) 鈴木 尚郎(S42) 神保 啓徳(H1) 白木 康司(H2) 溝川 秀晴(H3) 三田 業秋(S39) 佐藤 均(S40)

平尾 隆史(S48) 井上 猛(S48) 富永 健次(S48) 出雲寺 郁(H3) 道端 弘之(H4) 冨永 直史(H7) 迫 武尚(S41) 中村 成之(S42) 山下 久昭 (S43)

末永 光志(S48) 今井 誠(S54) 横井 慎一(S55) 中谷 真規(H16) 林 寛之(H18) 馬渕 愛 (H27) 梶山 一實(S45)

山口 茂樹(S56) 安田 智子(H1) 仲 健太郎(H29) 朝町 文啓(H29) 富永 健次(S48) 山田 勝司(S46) 井村 博俊(S49)

理 事 森本 啓嗣(S48） 加藤 範久(S56) 八木 政幸(S63) S47該当無し

金川 直(S63) 神保 啓徳(H1) 白木 康司(H2) 吉村 栄治(S50) 細川 喜生(S51) 杉谷 明彦(S52)

出雲寺 郁(H3) 鈴木 建一(H3) 道端 弘之(H4) ガレージ環境整備 全日本学生自動車連盟関西支部 HP運営委員 山野 久幸(S53)

冨永 直史(H7) 仲村 真俊(H9) 中谷 真規(H16) 委員長 横井 慎一(S55) 吉村 栄治(S50) 金川 直(S63) 今井 誠(S54) 横井 慎一(S55) 柴田 昌彦(S56)

林 寛之(H18) 梶川英里子(H28) 仲 健太郎(H29) 理 事 冨永 直史(H7) 出雲寺 郁(H3) 竹内佳寿子(S57)

朝町 文啓(H29) 小嶋 敦 (S56) 梶川英里子(H28) 福田 康彦(S58) 本並 秀章(S59) 山本 則男(S60)

理事･青年幹事会委員 中谷 真規(H16) 朝町 文啓(H29) 奥田 岳樹(S61) 三宅 和与(S62)

関東支部代表 鈴木 建一(H3) 副代表 林 寛之(H18) 安田 智子(H1) 金川 直(S63) 山本 明子(H2)

東海支部代表 山口 茂樹(S56) 副代表 山口 峰伺(H1) 柳川 昌紀(H3) 道端 弘之 (H4)

冨永 直史(H7) 小泉 智義(H5) H6は該当無し

岡本 典夫(H8) 仲村 真俊(H9)

東京支部 中部支部 大阪支部 中四国支部 九州支部 岡 勇志(H10)

顧 問 寺岡 茂弘(S33) 顧 問 加藤 久陽(S41) 支部長 稲田 真一(S40) 顧 問 牧本 幹男（S39) 顧 問 加治 貢(S38) 濱本 匡(H12) 水島 晋一(H13)

小林 清益(S34) 支部長 山口 茂樹(S56) 副支部長 佐藤 均 (S40) 石原 敞 (S45) 支部長 末永 光志(S48) 渡部 考信(H14)

支部長 鈴木 尚郎(S42) 副支部長 綿谷 賢治(H3) 北市 智久(S41) 支部長 富永 健次(S48) 副支部長 二村 憲治(S52) 中谷 真規(H16) 中村 力(H15) 三坂 昇平(H17)

副支部長 川上 敏勝(S42) 幹 事 粟野 寛(S44) 幹 事 中村 成之(S42) 副支部長 奥村 和徳(S49) 幹 事 竹田 珠一(S54) 中田 有香(H18)

下村 斉 (S51) 正村 公一(S54) 山田 勝司(S46) 幹 事 小田 孝夫(S48) 石橋 則行(S54) 辰巳 豪樹(H19) 畤地 政史(H20) (H21)

熊田彦弥太(S56) 佐藤 克彦(S58) 森本 啓嗣(S48) 三宅 裕 (S48) 占部 輝次(S56) 東村 清亮(H22)

幹 事 上村 勝彦(S63) 西 利之(S60) 吉田 伸知(S48) 高須 美光(S50) 南 博文(S61) 吉川 翔太(H25) 石割 久嗣(H2３) 安永 秀俊(H24)

細川 勲 (Hl) 山口 峰伺 (H1) 増本 賀英(S48) 山口 昌昭(S58) 吉川 直孝(H26)

白木 康司(H2) 仲村 真俊(H9) 酒井 俊夫(S48) 岩坂 有洋（H2) 西田 拓也(H27) 梶川英里子(H28) 仲 健太郎(H29)

鈴木 建一(H3) 小嶋 敦(S56) 実村 博之 (H3) 高須 郁弥(H30)

林 寛之(H18) 福田 康彦(S58) 渡壁 徳大(H8) 冨山祐一郎(R1) 篠崎 優(R2)

金川 直(S63)

八木 政幸(S63)




