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NO 卒業生氏名 学部  ご家族人数

1 中祖康智 法学部

2 大野進司 社会学部

3 渡部達一郎 商学部 １

4 久恒　浩 経済学部

5 亀井範行 経済学部

6 島津大輔 経済学部

7 河本 光博 経済学部

8 真山　健 経済学部

9 藤田 崇平 商学部

10 町田裕紀 法学部

11 菊池賢一郎 社会学部

12 門田　尚之 社会学部

13 今井大輔 法学部

14 日高 雅俊 法学部

15 原田佐和子 法学部

16 竹内 慶太 法学部

17 坂本(伊藤)亜希子 社会学部

18 山川　剛 商学部

19 岡本順治 社会学部

20 伊藤 創平 商学部

21 坂井(木村)恵子 社会学部

22 黒須　美宏 経済学部 １

23 森川輝生 商学部

24 平塚　弥志 社会学部
25 小幡祐子 旧姓石井 入学は経済学部 卒業は商学部
26 奈良間貴洋 法学部
27 長尾賢志 法学部
28 濱口 奈津子（旧姓 相沢） 法学部
29 小泉　格 法学部
30 （非公開希望） 商学部
31 森田謙二 法学部
32 土田綾子 法学部
33 大森 智之 経済学部
34 山崎（中村）英実 法学部
35 新開聖児 法学部 ３
36 内田正人 商学部
37 安田達一郎 社会学部
38 中澤正吾 商学部
39 池川穣治 商学部
40 松井隆雄 経済学部
41 亀徳(矢野) 雅子 法学部
42 小林ゆき 経済学部
43 山　望 社会学部 ２
44 山（久保田）京 社会学部
45 山上直之 商学部
46 櫟本　俊夫 経済学部
47 末原　雅之 経済学部
48 徳山 波雄 経済学部
49 （非公開希望） 経済学部
50 （非公開希望） 法学部
51 東川 賢哉 経済学部
52 木村美代子 商学部



53 金谷麻実 商学部
54 北野仁美 社会学部
55 伊藤亜由美 商学部
56 宮久直子 商学部 １
57 奥田和広 商学部
58 壬生 由香子 社会学部
59 國松　健朗 法学部
60 坂入 健雄 商学部
61 三浦謙介 経済学部
62 中山　育郎 社会学部
63 河田　健吾 商学部
64 由利　真士 社会学部
65 （非公開希望） 社会学部
66 和田 龍一 法学部
67 （非公開希望） 社会学部
68 大槻展子 法学部
69 和佐　洋平 社会学部
70 百合田 歩 経済学部
71 権蛇　明 社会学部
72 内田雅之 社会学部
73 岩間康郎 社会学部
74 小笠原里夏 法学部
75 田村 亘 商学部
76 菅野 貴大 社会学部
77 （非公開希望） 法学部
78 石井威之 商学部
79 田口 実 社会学部
80 小坂雄介 法学部
81 庄子陽介 経済学部
82 熊井　洋美 法学部
83 山田英裕 経済学部
84 田中 陽 社会学部
85 福井 淳 社会学部
86 丸山靖広 法学部
87 （非公開希望） 社会学部
88 山田理一 経済学部
89 （非公開希望） 社会学部
90 高田達也 社会学部


