
役　職 卒業年 学科等 氏　　名 職域 卒業年 学科等 氏　　名 卒業年 学科等 氏　　名

名誉会長 Ｓ59 農化 小幡　浩之 1 Ｓ56 農学 岡崎　桂一

(農学部長） Ｓ61 農工 佐藤　　孝 2 Ｓ57 林学 箕口　秀夫

Ｓ63 農工 風間十二朗 3 Ｓ60 農学 佐野　義孝

会　 長 Ｓ52 農工 渡辺　　仁 Ｈ01 農工 増田　秀明 4 Ｓ62 農工 粟生田忠雄

副会長 Ｓ52 院農 新村　末雄 Ｈ0２ 林学 石井　和博 5 Ｓ62 農工 稲葉　一成

〃 Ｓ52 農化 渡辺　紀之 Ｈ04 畜産 安藤　義昭 6 Ｓ63 農化 鈴木　一史

〃 Ｓ55 農学 白井　敏彦 Ｈ04 林学 倉   　敏行 7 Ｈ01 畜産 杉山　稔恵

〃 Ｓ58 農工 大嶋　良夫 Ｈ05 農工 二村　健一 8 Ｈ0２ 畜産 藤村　　忍

〃 Ｓ61 農工 田澤　　晃 Ｈ06 農化 皆川　律子 9 Ｈ05 農化 大竹　憲邦

〃 Ｓ61 農学 横山　徹郎 Ｈ10 農生 白井　敏樹 10 Ｈ07 応生 中島　真美

〃 Ｈ0２ 農工 高橋　　裕 Ｈ13 応生 赤石隆一郎 11 院自H９ 生体機能 佐藤　　努

Ｈ16 生環 本田　純一 12 Ｈ11 生環 森口　喜成

Ｈ17 応生 遠藤　厚志 13 院自H１1 植物生産 韓　　東生

会計監事 Ｓ59 農工 中山　　修 Ｈ18 生環 宮嶋　大介 14 Ｈ12 生環 大橋慎太郎

〃 Ｈ01 農工 前山　　誠 Ｈ25 生環 高田　宗光 15 Ｈ12 農生 田中　知佳

16 Ｈ1４ 農生 田中　繁史

幹 事 長 Ｈ01 畜産 杉山　稔恵 17 院自H17 生物生産 古澤　慎一

副幹事長 Ｓ52 農化 細井　修平 Ｈ03 農工 風間　雄一 18 Ｈ18 応生 金古堅太郎

〃 Ｓ54 農学 渡辺　広治 Ｈ04 林学 五十嵐康明 19 Ｈ21 応生 鈴木　一輝

〃 Ｓ60 農工 渡辺　正義 Ｈ09 応生 飯塚　和美 20 Ｈ21 生環 宮津　　進

〃 Ｓ61 林学 大井田　哲 Ｓ62 畜産 真島　徳衛 21 Ｈ25 応生 上田大次郎

〃 Ｈ03 農学 桜井　広利 Ｓ63 畜産 椎谷　一幸 22 院自H27 生物資源 大谷　真広

Ｈ09 農生 宮﨑　吉典 23 Ｈ27 農生 高橋　若菜

会計幹事 Ｓ60 農学 佐野　義孝 Ｈ10 農生 谷川　昌行

〃 Ｈ21 生環 宮津　　進 Ｈ10 農生 中島　勝久

Ｈ17 生環 上道　大翼

Ｈ21 農生 安達　祐気 支部名 卒業年 学科等 氏　　名

Ｓ48 林学 相楽　　治 新　潟 Ｓ61 農学 佐藤　一志

委員長 Ｈ08 林学 柴宮　秀生 Ｓ48 畜産 田﨑　康子 首都圏 Ｓ56 農工 加藤　彦枝

委 　員 Ｓ62 農工 稲葉　一成 Ｓ50 林学 中村美和子 富　山 Ｓ53 農学 小林真一郎

〃 Ｈ01 農学 竹田　宏行 Ｓ61 林学 桜川喜一郎 秋　田 Ｓ52 農工 小島　武志

〃 Ｈ08 農生 川田　　学 Ｈ08 応生 伊藤　　彰 福　井 Ｓ50 農工 小竹　哲郎

〃 Ｈ19 生環 山田いずみ 福　島 Ｓ32 農学 高久　英昭

〃 Ｈ25 応生 上田大次郎 長　野 Ｓ4３ 農工 西原　義久

北海道 Ｓ51 農学 五十嵐龍夫

事務局 家後　輝雄
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3.5.1 現在

　　　新潟大学農学部同窓会役員名簿
（令和２年度～令和５年度）

職域幹事 在校幹事


