
役職名 氏　　名 校友会役職名 卒業年 学部 住所
相談役 松浦　康隆 会長 1977 経営 高松市
相談役 穴吹　学 事務局長 1971 経営 高松市
相談役 新田　義文 事務局次長 1978 経済 高松市
相談役 山田　哲也 副会長 1978 法 多度津町
相談役 木村　正美 幹事 1979 法 東かがわ市

相談役 岩佐　武彦 副会長 1979 経営 高松市
相談役 古川　康造 副会長 1981 経営 高松市

顧問 大山　博道 幹事（さぬき市議） 1971 経営 さぬき市
顧問 栗田　昭彦 （まんのう町副町長） 1975 経営 まんのう町

顧問 市川　隆義 （三木町教育委員会教育長） 1977 文 三木町
顧問 松本　篤 （小豆島町副町長） 1977 理工 小豆島町
顧問 造田　正彦 幹事（高松市議） 1979 経営 高松市
顧問 濱中　満 顧問（直島町長） 1980 経済 直島町
顧問 安井　信之 幹事（小豆島町議） 1985 理工 小豆島町
顧問 東　由美 幹事（丸亀市議） 1987 文 丸亀市
顧問 山本　悟史 幹事（香川県議）　 1992 法 高松市
顧問 富野　和憲 幹事（高松市議） 1995 法 高松市
顧問 岡野　朱里子 幹事（香川県議）　 1997 国際 高松市
顧問 植田　真紀 幹事（高松市議） 2014 院公 高松市

会長 中桐　義人 副会長 1982 法 高松市
副会長 佐戸　三千代 副会長 1980 経済 さぬき市
副会長 折目　勝文 事務局次長 1981 産社 高松市
副会長 三木　康徳 監事 1982 法 宇多津町
副会長 松本　仁孝 幹事 1985 法 坂出市
副会長 宮本　浩志 幹事 1986 法 高松市
副会長 北山　健一郎 1986 文 丸亀市
副会長 奥田　拓己 幹事 1987 経済 観音寺市
副会長 真鍋　佳樹 事務局次長 1988 経営 高松市
副会長 七座　武史 1989 法 丸亀市
副会長 森田　桂治 幹事 1992 産社 高松市
副会長 宮内　圭祐 幹事 1993 産社 小豆島町
副会長 中島　弘樹 1993 経済 高松市

事務局長 黒川　宏 事務局次長 1992 経営 三木町
事務局次長（企画） 藤川　憲太郎 事務局次長 1995 理工 丸亀市
事務局次長（営業） 粟飯原　徹也 幹事 1995 経済 高松市
事務局次長（営業） 丸山　正 副会長 1997 理工 坂出市
事務局次長（会計） 中野　香里 事務局次長 1997 文 丸亀市
事務局次長（管理） 石川　義憲 事務局次長 1999 理工 丸亀市
事務局次長（広報） 藤田　雅和 幹事 1999 経済 高松市
事務局次長（管理） 山下　洋司 幹事 2000 経営 高松市

幹事 松田　光世 事務局次長 1982 経済 高松市
幹事 岩村　正晃 幹事 1984 法 高松市
幹事 川西　清博 1984 経済 観音寺市
幹事 白井　邦佳 1987 法 さぬき市
幹事 杉原　秀彦 1988 産社 高松市
幹事 吉田　剛 幹事 1990 法 多度津町
幹事 高橋　定嗣 幹事 1990 経済 東かがわ市

幹事 佐伯　真由美 幹事 1994 経済 坂出市
幹事 高木　恵美子 幹事 1995 文 丸亀市
幹事 安井　潤 1996 経営 小豆島町
幹事 羽藤　裕子 幹事 1997 経営 琴平町
幹事 石井　靖輔 1997 理工 直島町

会員は原則４０歳以上～５９歳以下の立命館大学及び大学院の卒業生
校友会の会長・事務局長及び満年齢６０歳を超えた会員は誕生月の翌月から相談役に
議員・行政三役の現職及び経験者は顧問に
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