
番号 代議員名 卒　　年 番号 代議員名 卒　　年 番号 代議員名 卒　　年

1 神崎　政敏 昭２７年　Ｙ 51 藤島　浩二 平　４年　Ｙ 101 富田  義信 平１１年　商

2 南　信一郎 昭２８年　Ｙ 52 會田　尚貴 平２４年　Ｙ 102 西尾　留美子 平２９年　国

3 石田　靖幸 昭２９年　Ｙ 53 山田　瑛 昭２５年　専 103 前澤  美佳 平２９年医看

4 手塚　幸子 昭３３年　Ｙ 54 間宮　靖宏 昭３１年　商 104 　 福士  紗英 平２９年Ｙ・令３国

5 吉原　尚二 昭３３年　Ｙ 55 馬場　彰 昭３３年　商

6 佐藤　堯子 昭３４年　Ｙ 56 秋谷　淨惠 昭３５年　商

7 谷津　章一 昭３５年　Ｙ 57 斉藤　真一 昭３５年　商

8 大竹　義信 昭３５年　Ｙ 58 榎　善教 昭３６年　文

9 宇治　眞人 昭３７年　Ｙ 59 小磯　智功 昭３６年　商

10 森下　正勝 昭３７年　Ｙ 60 川辺　久子 昭３７年　文

11 浦出　昭吉 昭３８年　Ｙ 61 重信　史郎 昭３７年　商

12 細貝　鋼二 昭３８年　Ｙ 62 佐藤　俊雄 昭３９年　文 　 代議員候補者名簿をご覧いただき、

13 宮下　和光 昭３８年　Ｙ 63 小峰　連太郎 昭３５年Ｙ・３９商  　以下の要領でお願いします。

14 田宮　国興 昭３９年　Ｙ 64 日野　富夫 昭４０年　商

15 二見　泰弘 昭３９年　Ｙ 65 鈴木　紀厚 昭４１年　商  ◎ 信任しない候補者がいる場合のみ

16 菊地　富美子 昭３９年　Ｙ 66 桑原　正子 昭４１年　文 　　 投票ハガキの番号欄に「×」を記入

17 大谷　範雄 昭４０年　Ｙ 67 古屋　文雄 昭３８年Ｙ・４３商 　 　し、投票　（返信）願います。

18 谷内田　丈夫 昭４０年　Ｙ 68 遠山　愼一 昭４４年　医 　 　

19 川口　剛史 昭４０年　Ｙ 69 中代　繁 昭４４年　商  ◎ 候補者全員を信任する場合は

20 鷲澤　和彦 昭４０年　Ｙ 70 山田　喜美代 昭４４年一看 　   投票（返信）の必要はありません。

21 森　彪 昭４０年　Ｙ 71 海津　光秀 昭４５年　商

22 相原　敏貴 昭４１年　Ｙ 72 猿渡  紀代子 昭４６年　商

23 谷口　隆太郎 昭４１年　Ｙ 73 坂本　雅晴 昭４７年　商

24 舛水　洋 昭４１年　Ｙ 74 佐藤　公紀 昭４７年　商

25 五十嵐　裕子 昭４３年　Ｙ 75 坂本　政範 昭４８年　商

26 高橋　正美 昭４３年　Ｙ 76 横田　長生 昭４８年　商

27 小倉　和美 昭４３年　Ｙ 77 鎌田　良一 昭４８年　文

28 萩原　昇 昭４４年　Ｙ 78 中島　庸介 昭４８年　商  Ｙ  ：  横浜市立横浜商業高校 （Ｙ校）

29 安川　栄一 昭４４年　Ｙ 79 石川　公一 昭４９年　商  専  ：  横浜商業専門学校 （Ｙ専）

30 山田　さく 昭４５年　Ｙ 80 鈴木　正明 昭４９年　商  商  ：  横浜市大 商学部

31 橋爪　重信 昭４５年　Ｙ 81 高橋　淳一 昭４９年　文  文  ： 　 　〃　　　文理学部 文科

32 下村　敏明 昭４５年　Ｙ 82 大久保　千行 昭５０年　商  理  ： 　 　〃　　　　　〃　  　理科

33 北井　久実 昭４６年　Ｙ 83 重田　諭吉 昭５１年　理  医  ：　 　 〃 　　 医学部

34 中島　豊 昭４６年　Ｙ 84 金子　延康 昭５２年　商  一看 ：    〃　  　医学部  第一看護科

35 石井喜代志 昭４６年　Ｙ 85 浅木　克眞 昭５２年　商  医看 ：  　〃      医学部　看護学科

36 武田　満明 昭４７年　Ｙ 86 長倉　靖彦 昭５２年　医  国 ： 　 　 〃 　 　国際総合学部

37 織茂　広 昭４７年　Ｙ 87 山本　一夫 昭５２年　商

38 村上　幸宏 昭４７年　Ｙ 88 小野塚　章 昭５３年　商

39 大宮　勲 昭４８年　Ｙ 89 小柳津　雅之 昭５３年　商

40 石井　義久 昭４８年　Ｙ 90 丸山　孝志 昭５３年　商

41 山田　光雄 昭５１年　Ｙ 91 横山　伸也 昭５４年　商

42 島田　章 昭５２年　Ｙ 92 永山　則良 昭５４年　文

43 長谷部　淳一 昭５３年　Ｙ 93 明石　馨 昭５６年　文

44 星野　匡 昭５３年　Ｙ 94 志賀浦　伴昭 昭５６年　商

45 野村　優 昭５４年　Ｙ 95 鈴木　英夫 昭５７年　文

46 宮原　裕二 昭５４年　Ｙ 96 新倉　明 昭５３年Ｙ・５７商

47 杉本　則之 昭５５年　Ｙ 97 三浦　敬 昭６０年　商

48 井原　幸治 昭５５年　Ｙ 98 福冨　昭宏 昭６０年　理

49 永井　信義 昭６０年　Ｙ 99 伊藤　泉美 昭６０年　文

50 三田　英俊 昭６１年　Ｙ 100 木場　裕子 平１１年　商

一般社団法人進交会　代議員名簿

令和３年１２月１日　（敬称　略）

　【　投票要領　】

　【卒年表示補足】


