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※「★」印のある方は、新任の方及び役職変更の方です。

大阪支部役職 姓 名 卒業学部学科 卒業年 勤務先 役職
校友会本部

役職
代表相談役 井上 礼之 経済学部 昭和32年 ダイキン工業株式会社 取締役会長兼グローバルグループ代表執行役員 法人理事・理事相談役

代表相談役 宮本 利亮 法学部法律学科 昭和45年 ジェントリ・スマート株式会社 代表取締役 法人評議員・理事・評議員

相談役 杉原 茂 経済学部 昭和28年 杉原計器株式会社 会長 評議員

相談役 小嶋 淳司 経済学部 昭和37年 がんこフードサービス株式会社 社主 副会長・理事・評議員

相談役 原 幸一郎 文学部 昭和40年 株式会社フルタイムシステム 代表取締役 評議員

相談役 服部 盛隆 経済学部 昭和41年 株式会社池田泉州銀行 名誉顧問 理事・評議員
相談役・直前支部長 河内 一友 文学部社会学科 昭和46年 株式会社毎日放送 顧問 副会長・理事・評議員

相談役 柴田 茂樹 商学部 昭和54年 株式会社ロゴスコーポレーション 代表取締役社長 理事・評議員

支部長 久保 行央 経済学部 昭和61年 トヨタカローラ新大阪株式会社 代表取締役社長 理事・評議員
副支部長 神崎 友次 経済学部 昭和35年 日本コルマー株式会社 代表取締役会長 理事・評議員

副支部長 小池 和明 商学部経営学科 昭和36年 ダイキンエアテクノ株式会社　関西支店 特別顧問 理事・評議員

副支部長 清水 義道 商学部 昭和37年 オーエッチ工業株式会社 代表取締役 評議員

★ 副支部長 稲田 眞一 商学部 昭和40年 株式会社稲田歯ブラシ 代表取締役会長 評議員
副支部長 長谷川 惠一 工学部 昭和44年 学校法人エール学園 総長 評議員

★ 副支部長 田堂 哲志 経済学部 昭和52年 日本ペイントホールディングス株式会社 元名誉顧問 理事
副支部長 東川 浩之 法学部法律学科 昭和54年 がんこフードサービス株式会社 代表取締役会長 評議員
副支部長 鵜川 淳 法学部 昭和55年 株式会社池田泉州銀行 代表取締役頭取兼CEO 評議員

★ 副支部長 岡橋 達哉 商学部 昭和62年 株式会社りそな銀行 代表取締役副社長

専務理事 長井 展光 文学部英文科 昭和58年 株式会社毎日放送 経営戦略室シニアアドバイザー 評議員

執行常任理事 平川 晋一 工学部機械工学科 昭和52年 株式会社ヒラカワ 代表取締役社長 評議員

執行常任理事 三輪 秀行 法学部法律学科 昭和58年 流通企業株式会社 代表取締役 評議員

執行常任理事 林 妙子 文学部 昭和60年 株式会社Spring 代表取締役社長

執行常任理事 西川 理史 文学部 昭和61年 有限会社西川 代表取締役

執行常任理事 吉岡 真一 法学部 昭和61年 株式会社ハリマ商事 執行役員

執行常任理事 川井 成人 経済学部 平成3年 トヨタ新大阪販売ホールディングス株式会社 マネジャー 評議員

執行常任理事 岩田 雄仁 商学部 平成9年 株式会社一向社 代表取締役 評議員

監事 新村 明男 経済学部 昭和53年 株式会社ジパング ディレクター 評議員

監事 清水 友紀 経済学部 平成6年 メットライフ生命保険株式会社 シニアエキスパートコンサルタント 評議員

常任理事 北出 至 商学部 昭和33年 株式会社ジョスラン 代表取締役 評議員

常任理事 吉田 米次郎 商学部 昭和33年 アイ’エムセップ株式会社 顧問 評議員

常任理事 森本 護 工学部 昭和40年 元・三洋電機株式会社 評議員

常任理事 扇田 義典 同志社香里高校 昭和44年 株式会社エコ・サービス・ジャパン 代表取締役 評議員

常任理事 村岡 正啓 商学部 昭和44年 アソート株式会社 取締役会長 評議員

常任理事 鷲見 修 経済学部 昭和45年 大京商事株式会社 代表取締役 評議員
常任理事 井上 幸男 法学部法律学科 昭和46年 ダイキン工業株式会社 課長 理事・評議員

常任理事 大野 長八 法学部 昭和46年 大野アソシエーツ 代表 評議員

常任理事 蔭山 幸男 商学部 昭和46年 蔭山公認会計士事務所 所長 評議員

常任理事 中澤 一雄 工学部 昭和48年 大幸薬品株式会社 専務取締役 評議員

常任理事 吉田 勝明 法学部 昭和48年 ビジネスパートナーズ株式会社 チーフコンサルタント 評議員

★ 常任理事 川尾 祐史 商学部 昭和49年 株式会社ダイフクエステート 代表取締役社長

常任理事 西村 猛 経済学部 昭和49年 西村公認会計士事務所 代表

常任理事 前中 潔 商学部 昭和49年 株式会社DACS 顧問

常任理事 小川 佳秀 経済学部 昭和50年 燦ホールディングス株式会社 顧問 評議員

常任理事 奥野 和義 工学部工業化学科 昭和50年 奥野製薬工業株式会社 代表取締役社長 評議員

常任理事 能川 弘文 法学部法律学科 昭和50年 ホテルモントレ株式会社 常務取締役近畿地区統括総支配人 評議員

常任理事 江端 豊和 法学部 昭和51年 学校法人玉手山学園 常務理事・副学園長 評議員

常任理事 林 靖範 商学部 昭和51年 株式会社ポーム 代表取締役社長 評議員

常任理事 八尾 栄一 法学部 昭和51年 フィッシングエイト株式会社 代表取締役 評議員

常任理事 要 直樹 商学部 昭和53年 日本郵便株式会社　近畿支社

★ 常任理事 朝倉 悟 商学部 昭和54年 林六株式会社 代表取締役社長

常任理事 萩野 真 文学部社会学科 昭和54年 株式会社内海 代表取締役社長

常任理事 中田 晴己 商学部 昭和55年 株式会社大日商会 取締役社長

常任理事 新田 幸生 法学部 昭和55年 株式会社鴻池組 代表取締役副社長

常任理事 近藤 良一 工学部 昭和56年 KSグループホールディングス株式会社 代表取締役社長

常任理事 田中 眞人 商学部 昭和56年 富士紙工業株式会社 代表取締役社長

常任理事 吉田 茂 商学部 昭和56年 株式会社近鉄百貨店 取締役専務執行役員
常任理事 津田 明宏 商学部 昭和57年 積水化学工業株式会社 シニアエキスパート
常任理事 林 敏之 経済学部 昭和57年 NPO法人 ヒーローズ 会長

常任理事 土橋 純二郎 経済学部 昭和58年 土橋労務管理事務所 所長　社会保険労務士

常任理事 中村 真也 商学部 昭和58年 イオンディライト株式会社 部長

常任理事 能任 裕行 商学部 昭和58年 株式会社富士通エフサス ダイレクター

常任理事 原 伸行 商学部 昭和58年 株式会社原経営サポート 代表取締役

★ 常任理事 大八木 淳史 商学部 昭和59年 関西オートメイション株式会社 取締役

常任理事 中西 功 経済学部 昭和59年 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 常務執行役員

常任理事 久門 龍明 商学部 昭和59年 株式会社久門製作所 代表取締役

常任理事 小林 泰雄 商学部 昭和60年 大阪西運送株式会社 代表取締役社長

常任理事 中西 かをり 文学部社会学科 昭和60年 一般社団法人MVF事務局 常任理事・事務局長

常任理事 原 宏明 文学部文化学科 昭和60年 旭光製絲株式会社 総務部長

常任理事 桑原 和彦 文学部 昭和61年 新光ビジネスフォーム株式会社 代表取締役

常任理事 児玉 耕樹 文学部 昭和61年 ライフコンサルティング株式会社 ライフコンサルタント

常任理事 齋藤 斎 経済学部 昭和61年 株式会社ベルコ 代表取締役

常任理事 佐野 克也 経済学部 昭和61年 パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社 代表取締役社長

常任理事 香川 誠 経済学部 昭和62年 三井住友海上火災保険株式会社 自動車営業推進部　開発顧問

常任理事 日比 徹也 商学部 昭和62年 株式会社ダイフク 執行役員財経本部長

常任理事 松本 圭司 法学部 昭和62年 株式会社MBSライブエンターテインメント 代表取締役社長

常任理事 阿蘇 美智代 法学部 昭和63年 有限会社アソエデュケイショナルラボラトリー 代表取締役社長

常任理事 太田 昌人 商学部 昭和63年 株式会社メディカルキャスト 代表取締役社長

常任理事 大谷 弘治 法学部 昭和63年 損害保険ジャパン株式会社 関西第一業務部担当部長

常任理事 桜井 友紀 経済学部 昭和63年 小林製薬株式会社

★ 常任理事 貞永 智 商学部 昭和63年 住友生命保険相互会社 常務執行役員
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常任理事 中西 考一 商学部 昭和63年 能勢観光開発株式会社 代表取締役社長

常任理事 益井 一好 文学部 昭和63年 アルファクラフト 代表

常任理事 宮坂 典央 商学部 平成1年 関西オートメイション株式会社 代表取締役

★ 常任理事 河内 雅之 経済学部 平成2年 東京海上日動火災保険株式会社 担当部長

常任理事 辻本 賢史 商学部 平成2年 株式会社長谷工コーポレーション 部長

常任理事 中山 真裕美 法学部 平成2年 堺市役所 部長

常任理事 板東 嘉子 同志社女子大学　家政学部 平成2年 板東嘉子労務コンサルタンツ 所長

常任理事 正木 忠 商学部 平成2年 ブライトンコンサルティング株式会社 代表取締役

常任理事 川畑 利之 商学部 平成3年 相互ビジネスフォーム株式会社 代表取締役社長

常任理事 北川 貞大 文学部文化学科 平成5年 カゴヤ・ジャパン株式会社 代表取締役

常任理事 北村 貴則 商学部 平成5年 大和板紙株式会社 代表取締役社長

常任理事 黒津 忠史 法学部 平成5年 株式会社奥村組　神戸支店 支店長

常任理事 田中 憲洋 法学部 平成5年 株式会社りそな銀行 枚方支店長兼営業第一部長

常任理事 中川 和之 商学部 平成5年 エヌ・ファミリー株式会社 代表取締役

常任理事 乙守 栄一 工学部 平成6年 ヒューマインド 代表

常任理事 下村 恵右 法学部政治学科 平成6年 株式会社池田泉州銀行 副部長

常任理事 田中 秀明 経済学部 平成6年 株式会社ソフト99コーポレーション 代表取締役社長

常任理事 山下 義弘 経済学部 平成6年 社会保険労務士法人　奏パートナーズ 代表社員

常任理事 植田 健一 経済学部 平成7年 つばさ社会保険労務士事務所 社会保険労務士

常任理事 大原 純孝 文学部 平成7年 大信商事株式会社 代表取締役

★ 常任理事 南 力 工学部 平成7年 弁理士法人クレイア特許事務所 代表弁理士

★ 常任理事 木村 寛 文学部 平成8年 積水ハウス株式会社　西日本特建支店 支店長

常任理事 波多野 悟郎 経済学部 平成11年 株式会社池田泉州銀行 主任調査役

常任理事 馬場 圭吾 経済学部 平成12年 マルホ株式会社
常任理事 西村 隆志 法学部 平成13年 西村隆志法律事務所 弁護士
常任理事 廣石 佑志 経済学部 平成13年 弁護士法人　三ツ星 代表社員

★ 常任理事 大北 昌弘 商学部 平成14年 大北昌弘公認会計士税理士事務所 代表

常任理事 原 拓平 商学部 平成14年 株式会社フルタイムシステム 専務取締役

常任理事 小笹 公也 商学部 平成18年 株式会社オンテックス 代表取締役会長

常任理事 守口 奈津子 同志社女子大学　現代社会学部 平成21年

常任理事 松原 秀親 政策学部 平成25年 ソニー生命保険株式会社 ライフプランナー

★ 常任理事 角川 博美 法学部 平成27年 弁護士法人イノベンティア 弁護士

名誉会員 播島 幹長 経済学部 昭和33年 燦ホールディングス株式会社 社友 評議員

理事 友澤 美明 工学部機械工学科 昭和30年 株式会社テクノ南海 取締役会長

理事 若林 忠男 法学部 昭和36年 若林不動産コンサルティング 代表者

理事 村上 公彦 大学院神学研究科 昭和40年 公益社団法人アジア協会アジア友の会 専務理事・事務局長

理事 権野 政雄 法学部法律学科 昭和42年 ゴンノ工機株式会社 代表取締役

理事 谷川 正 商学部 昭和42年 中外炉工業株式会社 代表取締役会長

理事 花岡 信也 商学部 昭和45年 LCC リエゾン・クローバー倶楽部

理事 大越 寛 法学部法律学科 昭和46年 株式会社ジェイワールドトラベル アドバイザー

理事 坂本 栄二 商学部 昭和46年 日本タクシー株式会社 代表取締役社長

理事 植田 益司 商学部 昭和48年 マイスター公認会計士共同事務所 代表

理事 竹村 伍郎 商学部 昭和49年 NPO法人 まち・すまいづくり 理事長

★ 理事 立花 義生 経済学部 昭和49年 株式会社不動産総合実践教育研究所 代表取締役

理事 髭野 定芳 経済学部 昭和49年 株式会社髭定商店 代表取締役

理事 岩浅 義昭 商学部 昭和50年 エフシースタンダードロジックス株式会社 取締役

理事 田口 晃 商学部 昭和50年 株式会社博報堂 関西支社渉外担当顧問

理事 定森 博之 工学部 昭和51年 三田市在住

理事 新井 和美 文学部 昭和53年 有限会社未来 代表取締役

理事 杉山 敬二 文学部社会学科 昭和53年 株式会社サンライズ 代表取締役

理事 田所 伸浩 社会学部 昭和53年 株式会社魚国総本社 代表取締役社長

理事 北垣 隆 商学部 昭和54年

理事 人羅 康之 商学部 昭和54年 サントリー酒類株式会社　神戸支店 部長

理事 遠藤 正彦 経済学部 昭和56年 株式会社自在 代表

理事 竹本 五郎 工学部 昭和56年 株式会社竹本設備 代表取締役社長

理事 岩室 哲司 文学部社会学科 昭和57年 サントリーコーポレートビジネス株式会社　西部支社 法人営業部　部長

理事 生越 栄美子 経済学部 昭和58年 有限責任監査法人トーマツ パートナー

理事 池田 公生 経済学部 昭和58年 株式会社ステップアップ 代表取締役

理事 岡嶋 健 商学部 昭和58年 ビジネスブレイン協同組合 代表理事

理事 河村 好夫 法学部 昭和58年 河村会計事務所

理事 神崎 清和 経済学部 昭和58年 ダイキン工業株式会社 課長

理事 淀野 憲治 商学部 昭和58年 株式会社ヨドノ
理事 宮井 秀明 経済学部 昭和61年 BTJ税理士法人 代表社員

理事 髙砂 千佳 文学部 昭和63年 髙砂石材

理事 松本 裕士 工学部 昭和63年 大昇印刷株式会社 代表取締役社長

理事 高橋 秀明 商学部 平成1年 株式会社オルボ 代表取締役

理事 皆黒 嘉幸 商学部 平成1年 株式会社皆黒商店 代表取締役

理事 奥仲 初美 同志社女子大学　学芸学部 平成1年

理事 梨岡 英理子 商学部 平成2年 株式会社環境管理会計研究所 代表取締役

理事 前田 達人 法学部 平成2年 有限会社エムネットコーポレーション 代表取締役

理事 岩田 潤 商学部 平成3年 BTJ税理士法人 代表社員

★ 理事 山口 智子 法学部 平成3年 大阪高等検察庁 検事

理事 東原 雅典 文学部国文学科 平成4年 株式会社アジヨシ 代表取締役

理事 平尾 秀樹 法学部 平成4年 平尾電工株式会社 代表取締役

理事 山本 典子 文学部 平成4年

理事 伊藤 幹太 経済学部 平成5年 大和板紙株式会社 専務取締役

理事 川村 嘉裕 商学部 平成5年 税理士法人川村会計事務所 代表社員税理士

理事 岸野 浩通 商学部 平成5年 コラボレックス株式会社 代表取締役

★ 理事 小池 博之 経済学部 平成5年 パナソニックコネクト株式会社 部長

理事 橋詰 武宏 商学部 平成5年 大和不動産鑑定株式会社

理事 山田 勝也 商学部 平成5年 ヒューマンアセット株式会社 代表取締役

理事 石本 真喜子 法学部 平成7年 石本真喜子公認会計士事務所 公認会計士
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※「★」印のある方は、新任の方及び役職変更の方です。

大阪支部役職 姓 名 卒業学部学科 卒業年 勤務先 役職
校友会本部

役職

理事 今岡 重貴 商学部 平成7年 今岡公認会計士・税理士事務所 公認会計士

理事 大塚 真 商学部 平成8年 株式会社フジヤ プロデューサー

理事 松本 和城 法学部 平成8年 司法書士法人谷町綜合事務所 司法書士

★ 理事 井原 辰義 経済学部 平成11年 監査法人京立志 社員・公認会計士

理事 津留 寛樹 工学部 平成12年 IP青雲インターナショナル特許事務所 弁理士
理事 西尾 竜司 工学部 平成13年 日本紙交易株式会社 経営企画室 室長
理事 丸山 浩介 法学部 平成13年 司法書士法人リーガルクリニック 司法書士

理事 八木 香織 経済学部 平成14年 エル法律事務所 弁護士
理事 植村 達生 商学部 平成15年 有限責任監査法人トーマツ 公認会計士
理事 木嶋 諭 工学部電子工学科 平成15年 株式会社ネットオン 代表取締役社長

理事 杉山 広樹 経済学部 平成17年 株式会社サンライズ 専務取締役

理事 山根 鉄平 法学部 平成17年 司法書士法人リーガルクリニック 司法書士

理事 大橋 高広 文学部 平成18年 株式会社NCコンサルティング 代表取締役社長
理事 松川 司明 法学部 平成26年 BUY-T株式会社 代表取締役

理事 鳥居 真希 グローバルコミュニケーション学部 平成31年 大和証券株式会社
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