
　（任期：Ｈ２７年４月１５日～Ｈ３０年３月３１日） 平成27年5月22日

卒年 卒年 卒年 卒年 卒年
佐藤友美子 S50文 一般

（顧）岡　泰造 S33経済 きんでん
（顧）村上健治 S45産社 大和ハウス

柴田　晃 S50経営 一般
植田　洋子 S40文 一般
村上　高久 S57法 一般（サンエス石膏）
湯川　正之 S42文 重松　英樹 S49経営 河東美千代 H17産社 北摂
上村　眞治 S58経営 大阪茨木立命会
大西　博 S52理工 原田　直樹 S59理工 糸田川廣志 S47理工

大森　秀高 S50理工 杉山　利彦 S54理工
楠本　博 S54理工
和田　卓 S57経済
打越　優 H元理工
太田　和夫 平5理工
川崎　啓太 平9理工

小橋　るり S57法 藤原　猛爾 S45法 西野　航 H14法
森下　彩子 H14法院

久下　利広 S48理工 青戸　伸也 S61経営
上出　高邦 S61理工

森　建一 S51理工 （会）今中智幸 H6法 田中　一正 S50理工 大塩　裕美 H15社院
林　宏行 S60経済

田中　裕二 S48法 次田　昌弘 H19法 有村　早苗 H14法 南海立命会
中田　真理子 H17営院 那須　耕三 H19営院

下村　治生 H22営院
（会）紙谷和典 S59経済
（監）安居利晋 H6産社
(監)江田佳銘子 H14経営

渡辺　昌昭 S59理工 山口　統也 H18経済 住友電設R会
（幹）矢倉章博 S58法 木村　祥之 H19APM

城下　和哉 H19経営
綿引　秀憲 H13経営 久貝　哲也 H16経営

岡本　幸子 H17経営
近藤　亮治 H2経済 大阪府（府警）
永田　兼一 S47経済 岡　春樹 S49法 大阪市
刈谷　雄二 S49法 田邊　武志 S62理工 茨木市役所
北田　靖浩 S56経済 平井　伸明 H7産社

藤田　美咲 H21法院
新美　英代 H19社院 土井　恵一 S63法 高槻市役所槻立会
磯林　征一 S40経済 藤井　賢哉 H4経営 三洋わだつみ会

阿部　信治 H6産社
足立　雅之 H14文

川下　史朗 S47経済 松原　繁久 H4経済 東芝
緒方　一彦 S55法 東野　秀史 S62経済 ハイネスコーポレーション
糸谷　秀基　 S47産社 長谷工グループ立命会
藤井　秀也 H3経済 山川　由紀 H18国関 日立命友会
内田　泰隆 S59経営 上野　幸三 H3経済

谷川　正 S53経営
久津摩　剛 H5経済 和田　智岳 H7経済 三井住友銀行
裏田　武 S49経済 髙士　誠司 H02経営 ＵＦＪ衣笠会
小沼　智史 H16APM 大山　高 H16APM ＡＰＵ大阪
山内　康俊 S58法 井上　利一 H02文 大阪ＪＣ
仲宗根信成 S61経営 小野山 英男 S61法 社会保険労務士
宮崎　栄二 S62理工 弁理士会
日原　時一 S63経営 高島　真一 H5経営

服部　康一 H4産社
井上　英隆 S34法 駒尺　康男 S28経済
山口　隆造 S38理工 四井　伸彦 S53経営
角本　紗織 H13産社 久後　雅治 S57理工
中山　寛子 H8法 兼塚　卓也 S57理工
古角　博子 H12法 花野　茂由 S63経済

松村　隆行 H2理工
谷　宏之  H8経営
中川　昌治　　 H8経済
横山　勝哉 H8産社
北川　哲平 H15経営
岩崎健次郎 H16経営
村上　光希 H17APU
遠藤　雅彦 H19経済
永井　義猛 H19法
稲田　克二 大阪府立高校
三木　徹男 寝屋川市
万福　二朗 S53理工 東大阪市
沢田　勝秀 S44経済 立藤会(藤井寺市)

 高谷　享 H9法 立八会（八尾市）
河瀬　宗之 S55理院 クボタ
山本　秀司 S56経営 大同生命
川出　健太郎 H12法
武田　信 H1経営
久下　博之　　 S54文 帝国データバンク
奥川　哲司 H10経営 淀川製鋼
片浦　宏員 S53経済
村上　庸晃 H7文
櫂谷  克己 H2法
七條　歩 H13法
前田　貴史 平14法
稲越　二郎 S33理工 大阪立電会
尾崎　俊文 S47法 マスコミ立命会
小原　弘己 H21政策
西本　泰介 H25理院

池田泉州銀行立命会

一般
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