
実行委員
山本　仁志 （委員長S39林学） 田伏十四夫 (副委員長S46農工） 小島　　　誠 （S36農学） 三沢　真一 （S44農工）
藤村　　　忍 （H2畜産） 阿部　信行 （S43林学） 岡崎　桂一 （S56農学） 渡辺　広治 （S54農学）
高橋　一成 （S53農学） 長沢　裕滋 （S50農学） 中村　美和子 （S50林学） 塚原　雅美 （S63林学）
荒木　英俊 （S41林学） 笹川　泰代 （H16生産環境) 大平　忠英 (S56農工) 佐藤　栄治 (S53畜産)
鈴木　健次 (S52農工) 清野　俊一 (S62農工)

146 名
現教員 19 名

大山　卓爾
学部長
（生物資源） 伊藤　忠雄 (S42農学) 新村　末雄 (S52院家管） 岡崎　桂一 （S56農学）

古市　尚孝 (S51農学） 樋浦　善敬 (S42農学） 佐野　義孝 （S60農学） 杉山　稔恵 （H元畜産）

渡邉　剛志 (S53応微) 藤村　　忍 （H２畜産） 佐藤　努
（H9大学院
分子生命科学） 鈴木　一史 (S63応微）

阿部　信行 （S43林学) 紙谷　智彦 (S50造林） 三沢　眞一 (S44農工） 箕口　秀夫 （S57林学）
粟生田 忠雄 (S62農工） 稲葉　一成 (S6２農地） 大橋慎太郎 (H12生環）

旧職員　 6 名
小島　誠 (農・植物） 楠原　征治 （農・動物） 山本　仁志 （林･運材） 継田　視明 （林･木材）
小林　正吾 (林・森経） 早川　利郎 (総農・生化)

農　専 1 名
今井　淳 （S25林科）
農　学　 46 名
小野禮次郎 (S28作物） 若林 助太郎 (S29農経） 波田野松重 (S29繁殖） 佐藤　昭一 (S30農製）
中山　文也 (S30農経） 佐藤　順藏 (S35農経） 亀山　悦典 (S35植病） 筑井　仁 (S37農製）

金内　嘉昭
(S37生化)
(S38専攻科） 柳　冨士雄 (S39農機） 中藪　　護 (S40土改) 渋谷　貞弘 (S41農機）

山口　邦彦 （S41園芸） 諏訪　勇 (S41飼養） 松坂　賢 (S41農経） 進藤　隆 (S41作物）

五十嵐光史 (S41農経） 青木　源久
(S41植病）
(S42専攻科） 宮崎好一郎 (S41畜製） 角張　政信 （S42農経）

栗原　博久 （S44園芸） 佐々木　茂 (S45園芸） 嘉部　博康 (S45育栽） 熊木　茂 (S46園芸）

佐久間欣一 （S46園芸） 矢代　晴久 (S46作物） 姉崎　良記
(S47農経）
(S49大学院） 吉田　信威 (S48園芸）

千代　孝義 (S50育栽) 長澤　裕滋 (S50育栽) 五十嵐　龍夫 (S51作物) 松井　基晴 (S52作物)
髙槗　一成 (S53農経） 平山　明夫 (S53作物) 肥田野　修 (S54農経） 渡辺　広治 (S54植病）
松井　敬一 (S54植病) 近藤　　功 (S54植病) 和田　浩幸 (S54植病） 岩村　克之 (S55農経)

小林　　巧 (S56植病） 登坂　　巧 (S56植病） 水沢　誠一 (S61育栽) 前川　敏志
(S62農経)
(H元大学院）

村山　英司 (H５作物） 桜井　広利 (H３農経）

林　学 16 名
渡部　豊悦 (S29砂防） 小林　一三 (S33砂防） 佐藤　誠也 (S33砂防） 高野　　明 (S36砂防）
五十嵐　武 (S37砂防） 大芝　誉郎 (S38造林） 吉田　哲夫 (S38運材） 石川　浩 (S41木材）
佐藤　直衛 (S41林経） 手塚　清光 (S42砂防) 保科　孝且 (S45林経） 日下　博幸 (S49砂防)
村上　哲昭 （S50林経） 中村 美和子 (S50林経） 塚原　雅美 （S63造林） 永井　　明 (H４砂運）

総合農学　 17 名
北村　美江 (29農経) 菅井　　　仁 (S30総農） 森田　国昭 (S31農機） 星野　栄雄 (S32総農）
清水　淳栄 (S32総農） 脇野 久三郎 (S32総農） 原田　繁 (S32農機） 富所　侃 （S33総農）
湯田　幸永 (S34生化） 小林　順一 (S34農経） 小池　英一 （S35総農） 小川　宏 （S35生化）
武井　庚二 （S35生化） 佐藤　勢次 (S35農経） 小野田　三蔵 (S35植病) 三浦　則一 (S35農経）

佐藤　信弥
(S37総農
S38専攻科）

農芸化学　 11 名
若山　忠勝 (S40生化） 元田　昭策 (S41生化） 佐藤　尚 (S42生化） 佐藤　征也 （S42生化）

金井　晄輔 (S46肥植) 佐藤　純一 (S47農製） 竹腰　正隆
(S50生化)
(S52大学院) 伊東　和幸 (S53農製）

平野　秀勝 (S60肥植) 南雲　芳文 (S６１応微) 伊藤　義和 (H元肥植)
農業工学 23 名
島原　利昭 (S43土構） 永井　軍次 (S43土改） 伊藤　達雄 (S44土保） 上田　茂樹 (S45土改）
田伏 十四夫 (S46土構） 片桐　三樹夫 (S47土保） 井上　雄二 (S49土改) 黒谷　卓兒 （S50土構）
鹿島　洋一 （S52土改） 鈴木　健次 （S52土構） 渡辺　仁 （S52土構） 永田　正治 （S52土構）
齋藤　瑞穂 （S52土構） 清水　俊久 （S55農機） 大平　忠英 （S56土改） 大嶋　良夫 （S58ｼｽﾃﾑ）

野俣　俊也 （S59水利） 中山　　修
（S59農機）
(S61大学院) 田沢　　晃 （S61システム） 清野　俊一 （S62水利）

大旗　和也 （H4砂運） 都築　正行 （H4砂運） 猪俣　敬博
(H5農地)
(H7大学院）

畜　産 4 名
阿部　　悟 (S50草地） 佐藤　栄治 (S53家管） 青木　　香 (H4畜製） 岩村　和典 (S63畜製)
農業生産 2 名
白井　敏樹 （H10農経） 谷川　昌行 (H10家畜）
応用生物 名
生産環境 1 名
笹川　泰代 （H16生物情報)

大学院 名

総会に出席申込され、HP名簿に氏名掲載をご承諾いただいた方々のお名前は以下のとおりです。

新潟大学農学部同窓会総会出席申込者名簿（順不同・敬称略）

7月7日現在申込総数

総会来賓　：　新潟大学長　下條文武　先生

〆切を過ぎましたが、まだ受け付けています。


