
順天堂大学陸上競技部OB・OG会　支部長・支部補佐一覧

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 佐々木 英記 (34卒) 似内 利正 (46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 菅原 偉文 (39卒) 单都　　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 八木 正勝 (42卒) 関本 孝夫 (49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 寺田 惣一郎 (37卒) 中田 勝偉 (43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)
新潟 角山 俊文 (36卒) 佐藤 義雄 (58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) 笹川 正範 (55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 松川    久 (37卒) 神山 心一 (48卒) 宮崎 川上 善正 (40卒) 中村 康二郎 (47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) 大河内 義弘 (55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)

　　事務局までご連絡ください。

　＜順天堂大学陸上競技部OB・OG会＞
　　〒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

順天堂大学陸上競技部OB・OG会　新入会員

支部 　進　路　先 支部 　進　路　先
新潟県 未定

静岡県 順天堂大学大学院（進学） 福島県 教員志望（福島県）
秋田県 順天堂大学大学院（進学） 千葉県 ㈱サウンドハウス
山梨県 中央区中央小学校　常勤講師 群馬県 順天堂大学大学院（進学）
埼玉県 教員志望（埼玉県） 福井県 オーイング
千葉県 順天堂大学大学院（進学） 千葉県
埼玉県 順天堂大学大学院（進学） 静岡県 順天堂大学大学院（進学）
千葉県 順天堂大学大学院（進学） 茨城県 東習塾　明倫
千葉県 順天堂大学大学院（進学） 長崎県 順天堂大学大学院（進学）
千葉県 順天堂大学大学院（進学） 宮城県 千葉経済大学（進学）
千葉県 順天堂大学大学院（進学） 岡山県 ㈱ワールドインテック
高知県 順天堂大学大学院（進学） 愛媛県 千葉経済大学（進学）
三重県 ＮＴＮ 東京都 ㈱カネボウ化粧品
山形県 新庄市教育委員会 兵庫県 大阪ガス
群馬県 順天堂大学大学院（進学） 長野県 長野県松本養護学校　常勤講師

神奈川県 順天堂大学大学院（進学） 千葉県 警視庁
千葉県
東京都 順天堂大学大学院（進学） 群馬県 ㈱ドクターシーラボ
千葉県 千葉県スポーツ振興財団 埼玉県 ＬＥＣ東京リーガルマインド
千葉県 佐倉アスリートクラブ 千葉県 ㈱シャノアール
静岡県 警視庁 群馬県
千葉県 ㈱ライズブレイン 埼玉県 公務員（伊奈町役場）
新潟県 千葉県 ㈱ボディーワーク
千葉県 東京都 学校法人順天堂
千葉県 横芝光町消防 山形県 スポーツ山形21
千葉県 ㈱富士通 神奈川県 中央労働災害防止協会
千葉県 神奈川県 ㈱学生情報センター
京都府 ＮＴＴ西日本 千葉県 君津特別支援学校

谷川　 博宣

石川賀世子

【　女　子　】

【　男　子　】

福山 つゆき

嘉藤　 景子
亀井　 麻衣
佐藤 まりえ
竹内　 菜緒

分目　 千晴

氏　　名

青野　 武志

支部長

瀬沼　 正也
添川　 隆博

髙橋　 友輝
高橋　 邦彦

大高　 瑞希

土田　 利幸

木村　 哲也

土屋大志郎
萩谷　 勇太
林田　 章紀
保志　 貴之
箕輪　 祐俊
村上　　　真
山田　 翔太
吉田　 和晃
米倉　 拓也

菊池　 敦郎

須田　 洋介
関戸　 雅輝

氏　　名

榊原　　　啓
佐藤　 寛恭
志賀　 洸介
清水　 崇史
鈴木　 秀明
鈴木　 雄介

今関　 雄太

草野　 誓也
工藤　 達也
熊谷　 直樹
小林　　　翼
小宮山　 卓

大岐　 亮平
大西　 正裕
小野　　　学
鍵山　 和志

支部補佐 支部補佐支部長

※ 支部長・支部補佐の変更がございましたら、OB・OG会

木水　　　良

秋元　 延大
浅井　 啓太
荒木　 達也
石井　 達哉
出浦　 教行

千葉県立我孫子特別支援学校　常勤講師

財団法人伊勢崎市公共施設管理公社

花園学園日本鍼灸専門学校（進学）

十日町市立中里中学校　非常勤講師

千葉県立安房特別支援学校　常勤講師

千葉県立つくし特別支援学校　常勤講師

田中  　　幸

若菜　 優太

青木　　  梓

船木　 美果


