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■	 学友会

　大学の学問以外に、文化、体育などに関する自発的な活動のための全学的な組織が学友会です。
　学友会は、本学の教職員・学生の全員で組織され、会員の会費により、その運営（大学祭、新入生歓迎会、海上運動会、サー
クル活動等の援助）が行われています。

部名 部長名 部局 職名
総務部 東谷　篤志 生命科学研究科 総長特別補佐
文化部 末光　眞希 電気通信研究所 教　授
体育部 永富　良一 医工学研究科 教　授
報道部 尾崎　彰宏 文学研究科 教　授

中央各部

部名 部長名 部局 職名
1 男声合唱部 境田　清隆 環境科学研究科 教　授
2 混声合唱部 宮本　美能 高度教養教育機構 准教授
3 交響楽部 川平　芳夫 国際文化研究科 教　授
4 文芸部
5 美術部 芳賀　京子 文学研究科 准教授
6 映画部 佐野健太郎 情報科学研究科 准教授
7 演劇部 三浦　隆史 薬学研究科 准教授
8 写真部 長岡　龍作 文学研究科 教　授
9 茶道部 工藤　純一 東北アジア研究センター 教　授
10 能楽部 伏見　岳人 法学研究科 准教授
11 邦楽部 早川　美徳 教育情報基盤センター 教　授
12 放送研究部 村岡　裕明 電気通信研究所 教　授
13 アマチュア無線部 曽根　秀昭 サイバーサイエンスセンター 教　授
14 落語研究部 山崎　　武 理学研究科 准教授
15 E．S．S．部 木村　敏明 文学研究科 教　授
16 囲碁部 徳山　　豪 情報科学研究科 教　授
17 奇術部 金子　俊郎 工学研究科 教　授
18 軽音楽部 亀田　　卓 電気通信研究所 准教授
19 マンドリン楽部 川又　政征 工学研究科 教　授
20 化学部 飛田　博実 理学研究科 教　授
21 オーディオ研究部 金崎　芳輔 経済学研究科 教　授
22 吹奏楽部 木村　邦博 文学研究科 教　授
23 将棋部 高瀬　　圭 病院 准教授
24 書道部 猪股　　宏 工学研究科 教　授
25 生活部 井上　千弘 環境科学研究科 教　授

文化部

部名 部長名 部局 職名
1 陸上競技部 佐藤　源之 東北アジア研究センター 教　授
2 硬式野球部 長谷川史彦 未来科学技術共同研究センター 教　授
3 準硬式野球部 横堀　壽光 工学研究科 教　授
4 硬式庭球部 宮澤　陽夫 農学研究科 教　授
5 軟式庭球部 須藤　祐司 工学研究科 准教授
6 ラグビー部 荒井　陽一 医学系研究科 教　授

7
男子バレーボール部

長坂　徹也 工学研究科 教　授
女子バレーボール部

8 蹴球部 齋木　佳克 医学系研究科 教　授

9
男子バスケットボール部

須藤　彰三 理学研究科 教　授
女子バスケットボール部

10 卓球部 後藤　光亀 工学研究科 准教授
11 山岳部 押谷　　仁 医学系研究科 教　授
12 水泳部 北村　勝朗 教育情報学研究部 教　授
13 漕艇部 石井　誠一 医学系研究科 准教授
14 ヨット部 田中　真美 医工学研究科 教　授
15 スケート部 永富　良一 医工学研究科 教　授
16 乗馬部 工藤　昭彦 高度教養教育機構 総長特命教授
17 バドミントン部 玉川　明朗 医学系研究科 准教授
18 柔道部 村本　光二 生命科学研究科 教　授
19 スキー部 日出間　純 生命科学研究科 准教授
20 ハンドボール部 風間　基樹 工学研究科 教　授
21 航空部 伊藤　高敏 流体科学研究所 教　授
22 剣道部 福土　　審 医学系研究科 教　授
23 弓道部 笹野　泰之 歯学研究科 教　授
24 空手道部 大滝　精一 経済学研究科 教　授
25 自動車部 田中　秀治 工学研究科 教　授
26 ワンダーフォーゲル部 植松　　康 工学研究科 教　授
27 ゴルフ部 西澤　松彦 工学研究科 教　授
28 合気道部 珠玖　　仁 環境科学研究科 准教授
29 フェンシング部 佐藤　　明 医学系研究科 准教授
30 応援団 八重樫伸生 医学系研究科 教　授
31 サイクリング部 中井　　裕 農学研究科 教　授
32 ボディビル部 宮腰　英一 教育学研究科 教　授
33 少林寺拳法部 米山　　裕 農学研究科 准教授
34 体操部 綿村　　哲 理学研究科 准教授
35 アメリカンフットボール部 池尾　恭一 教育学研究科 准教授
36 オリエンテーリング部 窪　　俊一 情報科学研究科 准教授
37 競技舞踏部 福山　博之 多元物質科学研究所 教　授
38 アーチェリー部 中山　　亨 工学研究科 教　授
39 トライアスロン部 宗政　昭弘 情報科学研究科 教　授

40
男子ラクロス部

吉岡　敏明 環境科学研究科 教　授
女子ラクロス部

41 アイススケート部 中里　信和 医学系研究科 教　授
42 レーシングカート部 中村　智樹 理学研究科 教　授
43 極真カラテ部 石井　圭一 農学研究科 准教授
44 相撲部 阿部　　宏 文学研究科 教　授
45 ソフトボール部 徳山　　豪 情報科学研究科 教　授
46 中国武術部 佐竹　保子 文学研究科 教　授
47 防具空手道部 佐藤　岳彦 流体科学研究所 教　授
48 人力飛行部 大林　　茂 流体科学研究所 教　授
49 フットサル部 堀井　　明 医学系研究科 教　授

体育部


