
 平成31年4⽉1⽇から10⽇に代議員⽴候補者の受付を⾏い、定数を超えたため4⽉15⽇から4⽉19⽇に
選挙投票を⾏いました。

№ ⽒   名 卒業年度 卒業学部 № ⽒   名 卒業年度 卒業学部 № ⽒   名 卒業年度 卒業学部

1 橋 本 純 ⼀ 昭和45 経済 31 武 ⽥ 全 功 昭和53 経営 61 ⼩野寺 克 代 平成6 外ロ

2 藤 ⼭ 和 夫 昭和45 経済 32 ⻄ ⾕ 成 昭 昭和54 経済 62 下 ⼭   佳 平成6 経営

3 森   宏 志 昭和45 経済 33 平 ⽥ 俊 道 昭和54 外ロ 63 清 ⽥ 純⼀郎 平成6 経営

4 吉 ⽥ 叔 ⾼ 昭和45 経済 34 髙 橋   徹 昭和55 経済 64 原 ⽥ 倫 希 平成7 経済

5 渡 辺 ⼀ 郎 昭和45 経済 35 横 ⾒ 秀 昭 昭和55 経済 65 ⻄ 村 直 ⼈ 平成8 経営

6 ⽚ 野 敏 夫 昭和45 外ロ 36 遠 藤 雅 幸 昭和55 経営 66 ⼭ ⼝ 寛 司 平成8 経営

7 ⼤久保 和 幸 昭和46 経済 37 早 川 克 典 昭和55 経営 67 鈴 ⽊ 貴 博 平成11 経営

8 横 井 幹 雄 昭和46 経済 38 河 村   隆 昭和56 経営 68 岡 ⽥ ⼤ 樹 平成11 法学

9 御⼿洗 昭 治 昭和46 外英 39 武 ⽥ 良 広 昭和56 経営 69 伊 藤 隆 裕 平成12 経営

10 ⼭ 内 誠 ⼀ 昭和47 外英 40 藤 井 映 ⼦ 昭和56 短国 70 丹   智 広 平成12 ⽂⽇

11 渋 ⾕   洋 昭和48 経営 41 松 尾 明 彦 昭和57 外英 71 棟 ⽅ 美 ⼦ 平成12 短管

12 岡 地   功 昭和49 経営 42 ⾼ 松 幸 仁 昭和57 外ロ 72 丹 野   悠 平成13 経済

13 粕 ⾕ 隆 夫 昭和50 外ロ 43 ⼩ 林 毅 ⼀ 昭和58 経営 73 佐 藤 雅 之 平成14 院⽂

14 浅 野   修 昭和51 経済 44 ⼩ 岩   均 昭和58 外ロ 74 ⻄ ⼝   怜 平成14 経済

15 東   好 ⾏ 昭和51 経済 45 斎 藤 善 之 昭和58 経営 75 平 原   隆 平成14 経済

16 林   和 範 昭和51 経済 46 荒 井 樹 ⼦ 昭和60 経済 76 吉 澤   剛 平成14 経済

17 本 間 敏 ⾏ 昭和51 経済 47 伊⼾川 成 史 昭和60 経済 77 近 ⽥ 卓 夫 平成14 経営

18 植 ⽊ 寿 ⼀ 昭和51 外英 48 寺 ⽥ 全 輝 昭和60 外ロ 78 新 沼 良 太 平成18 経済

19 中 川 晴 夫 昭和51 経営 49 ⾼ 松 義 樹 昭和61 経済 79 ⼊ ⾕ 雄 太 平成19 経済

20 関 川 弘 ⼦ 昭和51 短国 50 中 村 美 樹 昭和61 短英 80 ⾦ 丸   隼 平成19 経営

21 草 野 正 義 昭和52 経営 51 滝 ⽥ 光 宏 昭和62 経営 81 植 村 貴 紀 平成19 法学

22 佐々⽊ 雄⼆郎 昭和52 経営 52 ⽥ 中 邦 和 昭和62 外ロ 82 太 ⽥ 洋 平 平成20 経営

23 細 川 直 美 昭和52 短国 53 ⽊ 津 敏 彦 昭和63 経営 83 三 上 哲 平 平成20 経営

24 ⼤ 川 泰 尚 昭和53 経済 54 畠 ⼭ 広 ⾏ 昭和63 経営 84 髙 橋 剛 介 平成20 ⽂化

25 髙 川 正 明 昭和53 経済 55 浅 野 裕 史 平成1 経済 85 ⾼ 橋 賢 次 平成21 経営

26 樋 沢 康 博 昭和53 経済 56 佐々⽊   靖 平成1 経済 86 渡 辺 健 ⽃ 平成27 経営

27 ⼭ ⽥ 雅 敏 昭和53 経済 57 前 ⽥ 直 樹 平成3 外ロ 87 坪 井 勇 ⼠ 平成28 経営

28 渋 ⾕   昇 昭和53 経営 58 前 川 裕 ⼀ 平成5 経済

29 菅 原 博 未 昭和53 経営 59 桜 井 寿 紀 平成5 経営

30 武 ⽥ 修 ⼀ 昭和53 経営 60 萩 野 英 明 平成6 経済

⼀般社団法⼈札幌⼤学校友会 代議員当選者⼀覧

<卒業年度学部順>

 選挙投票の結果、以下の⽅々が当選いたしました。

代議員定数 87名

総投票数 157通  有効投票数 76通  無効投票数 81通


