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山桜会会則に基づき、評議員会・理事会の議決を経て、次のとおり、新たな役員が就任いたしました。
平成２０年４月からは、新執行部のもとで、今後３年間、運営をすることになりました。

役職 会員№ 氏 　名 卒 業 期
会　長 7231 川原 俊明 小追手門71期 中大手前14期 高大手前14期
副会長 10567 寶來 扶佐子 小追手門77期 中大手前20期 高大手前20期
副会長 11572 藤村 敬 小追手門79期
副会長 11961 辻中　徳一 高茨木23期
理　事 3321 奥村 啓介 偕行社学院56期
理　事 3698 秋山 陽彦 小追手門59期 中大手前2期
理　事 4353 新田 昌男 小追手門61期 中大手前4期
理　事 7228 川口 正弘 小追手門71期 中大手前14期 高大手前14期
理　事 7863 林田 隆行 小追手門72期 中大手前15期 高大手前15期
理　事 9279 生川 紳一郎 小追手門75期 中大手前18期 高大手前18期
理　事 11319 北村 寿彰 小追手門79期 中大手前22期
理　事 12095 松本 暁子 小追手門80期 中大手前23期 高茨木23期
理　事 12377 重里 欣孝 高大手前24期
理　事 13050 土畑 純子 高茨木25期
理　事 13505 間宮 規勝 小追手門83期 中大手前26期 高茨木26期
理　事 13509 前田 要之助 小追手門83期 中大手前26期
理　事 15376 小林 三郎 小追手門87期 中大手前30期 高大手前30期
理　事 24585 長瀬 雄一郎 小追手門103期 中茨木26期 高茨木46期
理　事 29113 小川 真史 小追手門106期 中大手前49期 高大手前49期
顧　問 2105 赤松　照夫 尋常小43期
顧　問 2507 吉本 晴彦 尋常小47期
監　事 4758 國分紀一 中大手前6期 高大手前6期
監　事 7576 石津良行 小追手門72期 中大手前15期 高大手前15期
評議員 1962 砂原 英雄 尋常小40期
評議員 2204 京極 與壽郎 尋常小44期
評議員 2540 酒井 良之助 尋常小48期
評議員 3066 萩原 正民 偕行社学院53期
評議員 3091 山本 英二 偕行社学院53期
評議員 3415 小田 晋 小偕行学園57期
評議員 3671 弥谷 佐兵衛 小大手前58期 中大手前1期 高大手前1期
評議員 3712 池口 小太郎 小追手門59期
評議員 3783 甲谷 富佐子 中大手前2期
評議員 3797 地引 啓 小追手門59期 中大手前2期 高大手前2期
評議員 3823 田原 一 小追手門59期 中大手前2期
評議員 3825 多喜 晴代 中大手前2期 高大手前2期
評議員 3840 辻田 悦三 小追手門59期
評議員 3902 藤田 直 小追手門59期 中大手前2期 高大手前2期
評議員 4321 後藤 良雄 小追手門61期 中大手前4期 高大手前4期
評議員 4332 程 一彦 中大手前4期
評議員 4766 佐藤 文一郎 小追手門63期 中大手前6期 高大手前6期
評議員 4933 大楠 善彦 小追手門64期 中大手前7期 高大手前7期
評議員 6202 五十嵐 敬郎 小追手門68期 中大手前11期 高大手前11期
評議員 6211 石井 佳子 小追手門68期 中大手前11期 高大手前13期
評議員 6797 大井 雅雄 小追手門70期
評議員 7188 大室 勝一 中大手前14期 高大手前14期

役職 会員№ 氏 　名 卒 業 期
評議員 7210 笠井 和憲 小追手門71期 中大手前14期 高大手前14期
評議員 7261 黒田 安彦 小追手門71期 中大手前14期 高大手前14期
評議員 7948 森田 和明 小追手門72期 中大手前15期 高大手前15期
評議員 8129 北口 明孝 小追手門73期 中大手前16期 高大手前16期
評議員 8645 嶋野 義夫 高大手前17期
評議員 9104 小林 太郎 小追手門75期 高大手前18期
評議員 9212 巽 英一 中大手前18期 高大手前18期
評議員 9236 岡本 敬子 小追手門75期
評議員 9450 岩崎 洋子 小追手門75期
評議員 9674 吉村 侑子 高大手前19期
評議員 9869 谷 康平 小追手門76期
評議員 9951 贄田 肇 高大手前19期
評議員 10007 原 丈人 小追手門76期
評議員 10474 中谷 善紀 小追手門77期 中大手前20期 高大手前20期
評議員 10500 乾 真美 小追手門77期
評議員 10622 森 嘉一 高茨木20期
評議員 10756 越智 忠正 小追手門78期 中大手前21期
評議員 10788 有澤 孝子 小追手門78期 中大手前21期 高大手前21期
評議員 10914 田口 順一 小追手門78期
評議員 11084 向井 謙之 中大手前21期 高大手前21期
評議員 11162 福本 恭子 小追手門79期 中大手前22期 高茨木22期
評議員 11344 小林 二郎 小追手門79期 中大手前22期
評議員 11377 山本 美也子 小追手門79期 中大手前22期
評議員 11489 北島 育子 小追手門79期 中大手前22期 高茨木22期
評議員 11531 廣内 裕子 中大手前22期 高大手前22期
評議員 11540 花光　紗依 小追手門79期 中大手前22期
評議員 11577 寶来 郁子 小追手門79期 中大手前22期 高大手前22期
評議員 11704 田中 裕美子 小追手門80期 中大手前23期 高茨木23期
評議員 12229 泉谷 徹 中大手前24期 高大手前24期
評議員 12343 小林 武則 小追手門81期 中大手前24期 高大手前24期
評議員 12352 榊原 美子 高茨木24期
評議員 12467 中島 幸人 高茨木24期
評議員 12515 中川 厚子 中茨木4期 高茨木24期
評議員 12527 福島 孝昌 高茨木24期
評議員 12532 藤井 良郎 小追手門81期
評議員 12533 恒川 鈴子 高茨木24期
評議員 12539 藤原 弘邦 高茨木24期
評議員 12572 水内 潔 高茨木24期
評議員 12794 出口 公夫 小追手門82期
評議員 12847 寶來 順子 中大手前25期 高大手前25期
評議員 13185 平泉 憲一 高茨木25期
評議員 13289 東 龍平 小追手門83期 中大手前26期
評議員 13334 香山 恭慶 小追手門83期 中大手前26期 高大手前26期
評議員 13434 武田 桂三 中大手前26期 高大手前26期
評議員 13535 中本 収 小追手門83期

役職 会員№ 氏 　名 卒 業 期
評議員 14369 塩見 啓二 小追手門85期 中大手前28期 高大手前28期
評議員 14396 壺内 豊 小追手門85期 中茨木8期
評議員 14425 川上 真理子 小追手門85期 中大手前28期 高大手前28期
評議員 14952 林 妙子 小追手門86期
評議員 15278 杦本　朋子 高茨木29期
評議員 15491 渕端 弘子 中大手前30期 高大手前30期
評議員 15544 永田 久史 中大手前30期 高大手前30期
評議員 15734 中村 圭一 高茨木30期
評議員 15849 江南 美加 小追手門88期 中大手前31期 高大手前31期
評議員 15914 寺谷 一紀 小追手門88期
評議員 16090 山村 俊輔 中大手前31期
評議員 16445 能登 知己 小追手門89期 中大手前32期 高大手前32期
評議員 16766 西口 重秋 高茨木32期
評議員 16864 飯尾 浩之 小追手門90期 中大手前33期 高大手前33期
評議員 17059 中川 邦啓 中大手前33期 高大手前33期
評議員 17382 桂 知伸 小追手門91期 中大手前34期 高大手前34期
評議員 17408 今中 真加 小追手門91期
評議員 17706 尾田　薫 高茨木34期
評議員 17483 櫻野　起秀 中茨木14期 高茨木36期
評議員 18161 小角 由里子 中大手前35期 高大手前35期
評議員 18520 田坂 ゆかり 小追手門93期
評議員 18704 津田 敬太郎 中大手前36期 高大手前36期
評議員 19103 横田 治勝 高茨木36期
評議員 19193 中山 泰秀 小追手門94期
評議員 19366 馬場 耕一郎 中大手前37期 高大手前37期
評議員 19803 髙本 佳津江 小追手門95期 中大手前38期 高大手前38期
評議員 20768 永田 義和 高茨木39期
評議員 21851 谷 嘉浩 中大手前41期 高大手前41期
評議員 22250 秋山 真理 小追手門99期 中大手前42期 高大手前42期
評議員 22931 小松原　力 中大手前43期 高大手前43期
評議員 23020 幸田 千絵子 中大手前43期 高大手前43期
評議員 23037 堀田 新介 中茨木23期 高茨木43期
評議員 23564 中野 真由美 中大手前44期 高大手前44期
評議員 23980 小林 成行 小追手門102期 中大手前45期 高大手前45期
評議員 24612 今西 良介 小追手門103期
評議員 25184 池田 賢八郎 中大手前47期 高大手前47期
評議員 25398 森 加奈恵 小追手門105期 中大手前48期 高大手前48期
評議員 29165 辻本 侑介 中大手前49期 高大手前49期
評議員 29218 吉倉 秀和 高大手前49期
評議員 29404 間 綾子 高茨木49期
評議員 26710 長谷川 朋子 中大手前50期 高大手前50期
評議員 29003 横川  かなみ 中大手前52期 高大手前52期
評議員 26596 大西 香織 小追手門110期 中大手前53期 高大手前53期
評議員 29657 寺田 貴彦 小追手門110期 中大手前53期 高大手前53期
評議員 29685 榊原 尚彦 中大手前53期 高大手前53期
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