
平成25・26年　順天堂大学陸上競技部OB・OG会役員

役　 職 氏　　名 (卒年) 役　 職 氏　　名 (卒年) 支部
顧　 問 脇 　　徹 (31卒) 八幡 麻理 (H17卒) 千葉県

小野澤 七郎 (33卒) 竹内 菜緒 (H22卒) 東京都

道祖土 正喜 (35卒) 大西 正裕 (H22卒) 千葉県 新任

大川 守夫 (37卒) 林田 章紀 (H22卒) 東京都 新任

大島    索 (37卒) 学内幹事 越川 一紀 (53卒) 千葉県

中馬 光久 (41卒) 新任 仲村    明 (H2卒) 千葉県
会長 小出 義雄 (40卒) 鯉川 なつえ (H7卒) 千葉県
副会長 片平 俊夫 (42卒) 長門 俊介 (H19卒) 千葉県

永野 良一 (42卒) 事務局 青木 和浩 (H4卒) 千葉県

中田 勝偉 (43卒) 中丸 信吾 (H13卒) 千葉県

木内 敏夫 (47卒) 高梨 雄太 (H20院卒) 千葉県 新任
事務局長 佐久間 和彦 (50卒) 監　 査 松尾 正敏 (47卒) 千葉県
幹事長 中村 要一 (53卒) 石原 典泰 (63卒) 千葉県
副幹事長 伊東 謙二 (59卒) 大塚 良彰 (H9卒) 千葉県
幹　 事 原田    孝 (47卒)

永野 和行 (49卒)
隅坂 道昭 (56卒)
佐藤 浩二 (58卒)
岡田 康隆 (59卒)
安田 則男 (59卒) 退任された方

高山 幹人 (60卒) 役　 職 氏　　名 (卒年) 支部
居駒 秀保 (H3卒) 副会長 中馬 光久 (41卒) 宮崎県
佐藤 隆史 (H13卒) 幹　 事 石川 拓次 (H11卒) 三重県
谷口 美幸 (H14卒) 花岡 麻帆 (H11卒) 千葉県

順天堂大学陸上競技部OB・OG会　支部長・支部補佐

支部 支部
北海道 高木　　是 (37卒) 重成 敏史 (53卒) 滋賀 東    芳生 (45卒) 澤    知寿 (H5卒)
青森 細田    進 (50卒) 木村 浩哉　 (58卒) 京都 高橋 昌嗣 (42卒) 山瀬    純 (60卒)
岩手 似内 利正 (46卒) 高橋 　 淳 (H6卒) 大阪 須原 浩之 (39卒) 近西 弘行 (57卒)
宮城 児山 郁夫 (34卒) 三浦 俊孝 (48卒) 兵庫 串間 哲夫 (45卒) 宮永 正俊 (52卒)
秋田 島田 勝義 (43卒) 南都　　勲 (57卒) 奈良 速水 則茂 (53卒) 滝谷 賢司 (54卒)
山形 大坂 吉弥 (34卒) 加藤 啓一 (44卒) 和歌山 中 公之 (42卒) 氏野 修次 (58卒)
福島 片平 俊夫 (42卒) 山内 淳一 (57卒) 鳥取 松本    煕 (43卒) 加嶋    秀 (47卒)
茨城 坂本 忠夫 (40卒) 小川 健二 (61卒) 島根 福間 信隆 (47卒) 吉川 正展 (62卒)
栃木 江連 哲郎 (44卒) 飯塚 純夫 (47卒) 岡山 竹内 範行 (50卒) 坪井 恭紀 (55卒)
群馬 須藤 憲治 (45卒) 三芝 功一 (57卒) 広島 香川 正義 (33卒) 慶楽 良隆 (57卒)
埼玉 神田 良太郎 (45卒) 川田 雅之 (56卒) 山口 西村 哲雄 (H5卒) 黒石 浩司 (H10卒)
千葉 原田 孝 (47卒) 林 英昭 (52卒) 香川 北野 洋二 (53卒) 久保田 晶典 (62卒)
東京 高山 幹人 (60卒) 下山 良成 (60卒) 徳島 桜井    徹 (44卒) 久次米 志郎 (44卒)
神奈川 小泉 亮一 (40卒) 小谷 昭彦 (H2卒) 愛媛 竹本 英利 (52卒) 毛利 元英 (H3卒)
山梨 時澤 豊見 (59卒) 石原    仁 (63卒) 高知 下坂 克人 (56卒) 門脇 浩彦 (63卒)
新潟 角山 俊文 (36卒) 小池 靖明 (H13卒) 福岡 森山 正治 (45卒) 鳥飼 慎一 (51卒)
長野 森泉 智夫 (39卒) 白鳥 隆夫 (41卒) 佐賀 中島    洋 (49卒) 松永 成旦 (H3卒)
富山 山本 久男 (44卒) 舛田 義明 (63卒) 長崎 久田 敏幸 (45卒) 松元 利弘 (56卒)
石川 藤本 慎二 (32卒) 江差    肇 (54卒) 大分 安川 秀矩 (35卒) 廣末 　 敬 (63卒)
福井 遠藤 鉄雄 (42卒) 林　　裕樹 (H2卒) 熊本 吉田 博美 (42卒) 平川 貴浩 (H6卒)
静岡 新谷 誠規 (47卒) 神山 心一 (48卒) 宮崎 中馬 光久 (41卒) 高橋 幸一 (51卒)
愛知 赤塚 一男 (42卒) 脇本 章裕 (55卒) 鹿児島 川上 良明 (39卒) 山口 良人 (62卒)
三重 奥村 仁美 (48卒) 梅田 元紀 (H1卒) 沖縄 知念 信勝 (61卒) 島袋 拓磨 (H6卒)
岐阜 三好 正司 (42卒) 河島 正弘 (60卒)

※ 支部長・支部補佐の変更がある場合は、OBOG会事務局までご連絡下さい。

　＜順天堂大学陸上競技部OB・OG会事務局＞
　　〒270-1695 千葉県印西市平賀学園台1-1

　　　TEL：0476-98-1001（内線410）　FAX：0476-98-1037
　　　E-Mail：juntendoobog@yahoo.co.jp
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※副会長をご退任の中馬光久氏は、OB・OG会
　会則第6条により顧問に就任となった。
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