
　◇◇◇ 第２０回法学部同窓会総会・懇親会　参加予定の皆様 ◇◇◇

　　　　
　　　（敬称略・掲載了承済みの方のみ）

氏名 卒業・修了年 氏名 卒業・修了年 氏名 卒業・修了年 氏名 卒業・修了年

山口 和範 1994年 竹内　美奈子 1983年 服部 優里 2002年 井口 照夫 1987年

村端 勝彦 1996年 渡邉　定義 1980年 岡本邦彦 1994年 中本 洋樹 1993年

水谷 邦彦 1983年 薩摩 里美 1994年 矢倉　章博 1983年 小西 真人 1983年

谷川 照 1962年 米倉 輝 1995年 松尾 正樹 1973年 赤木 文生 1954年

中尾 明久 1959年 遠山  智弘 2008年 西村　晃一 2003年 野口 政憲 1968年

石井 俊之 1986年 友添 博介 1980年 梶谷 奈生 2000年 内田 延親 1963年

野村　太郎 2013年 高橋　拓児 1991年 江田  聡 1992年 川上 雅弘 1986年

眞野 宏男 1978年 戸川　貴裕 2019年 内野 雅彦 1995年

濱﨑　大 1977年 泉 健太 1998年 土井 鉄也 1994年

加島 守 2011年 荒川　雄二郎 1994年 鮫島　大史 1996年

植田 稔 1958年 山田　忠宏 1979年 中山 寛子 1996年

田中 富美子 2009年 東 正 1963年 小田 彩絵子 2019年

古角 博子 2000年 藤川　行江 1969年 山本　一彦 1965年

阿久津　美智子 1980年 村田 修一 1960年 大西　英幸 1965年

中木　和彦 1991年 七條　歩 2000年 原　あゆみ 1997年

定　克彰 2013年 加藤　志乃 1998年 柳川  道雄 1976年

山本　昌平 1995年 鹿田　良美 1998年 其田　寿一 2009年

髙津 知仁 1991年 平井 利枝 2008年 豊田　兼彦 1996年

山口　和範 1994年 高嶋　健 1990年 松原　基嗣 2008年

瀬戸口　貴英 2002年 崔　幸浩 1986年 小笠原 亜寿実 1999年

朝日　隆博 1990年 酒井　秀一 2003年 杉村　和香 1999年

向口　努 1966年 岡 公児 1973年 岩岡　博 1986年

永喜　清弘 1972年 谷澤　正己 1968年 岡田　善之 1990年

松山 義信 1971年 武田 秀司 1974年 古田　義幸 1975年

作田 英行 1969年 小木曽　優子 2003年 藤原　猛爾 1970年

石田　一成 1977年 前田　貴史 2002年 朝倉　賢大 2013年

村田　雅宏 1975年 吉村　憲行 1980年 青谷　知栄美 2000年

小林 祥造 1959年 高部 重雄 1992年 竹村 柊人 2019年

宮西　徳明 1981年 松本 愼次 1983年 行松 泰弘 1988年

柳瀬　敬太 1998年 成瀬 正 1976年 稲場 高節 2000年

杉浦　侯至 1987年 斎藤　真琴 1984年 梅田 高嗣 2002年

中原 芳雄 1962年 大倉 昌子 2001年 上田　智延 1992年

城戸　誠之 2004年 古賀 俊介 2000年 升田 帆南 2019年

平林 幸子 1971年 藤井  賢一 1995年 薗田 聡 1983年

滝川  幸一朗 1988年 西　俊樹 1993年 山田　康平 2013年

川端  義明 1975年 樋口 和道 1978年 松下　勝 1992年

古賀 毅 1981年 窪喜　広志 1998年 吉村　賢 1976年

嶋津　雅彦 1985年 秋澤　邦典 1988年 万谷 匠 2019年

北方　克典 1994年 戸内　義明 2008年 塩見　健二 2011年

松井　正夫 1961年 相原 沙弥子 2019年 増田　慧 2009年
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