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役職 氏　名 会　社　名 役　職 学　部 卒業年 担当

代表世話人 小暮　隆 ㈱A&Fアセットマネジメント 代表取締役 商学部 H3年卒 連盟理事

辻村　直紀 ㈱ムービング・プラン 代表取締役 商学部 H元年卒
地域会交流部会長
連盟運営委員、新都心世話人

阪田　智之 阪田司法書士事務所 代表 法学部 H12年卒 懇親部会長、田園都市世話人 

桝本　あかね ㈱FPパートナー コンサルタント 商学部 H12年卒 定例部会長、連盟運営委員

志見　壮一 アーキッツホーム㈱ 代表取締役 法学部 H14年卒
事務局長
連盟理事

髙木　秀俊 ㈱サンセイランディック 部長 商学部 H20年卒
野球部部長、若手会代表幹事
連盟運営委員、CMC会世話人

監査役 久保原　和也 九帆堂法律事務所 所長 法学部 H3年卒

榎本　賢二 ㈱リンクフィールド 代表取締役 経済学部 S35年卒

熊森　克己 ㈱Buil-netフロンティア 代表取締役 商学部  H元年卒

相談役 中川　和之 エヌ・ファミリー㈱ 代表取締役 商学部 H5年卒 大阪連携、UREL六本木代表世話人

野村　健也 東急リバブル㈱
錦糸町センター

リーダー
神学部  H6年卒

親睦部会(ゴルフ)
東関東会世話人

高橋　成好 イトーピアホーム㈱ 工学部 H9年卒 UREL六本木世話人

山﨑　由佳 司法書士やまさき立川事務所 司法書士 文学部 H1年卒 UREL立川世話人

田中　秀和
アデックス　リサーチアンド
コンサルティング㈱

代表取締役 経済学部  H4年卒 URELSUNTAMA世話人

伊藤　洋実 九帆堂法律事務所 弁護士 法学部  H2年卒 URELかながわ世話人(副代表)

鈴木　求道 球道社会保険労務士事務所 社会保険労務士 商学部 H9年卒 URELかながわ副世話人

小林　淑浩 三井住友建設㈱ 課長 法学部 S61年卒 URELさいたま世話人(副代表)

庄田　和樹 神楽坂法務合同事務所
司法書士

土地家屋調査士 政策学部 H23年卒 渋谷会世話人(副代表)

濱口　晃比古 濱口司法書士事務所 司法書士 経済学部 Ｈ9年卒 URELむさしの世話人

福山　孝広 合同会社ヒューミック 代表取締役 商学部 H14年卒 親睦部会　副部会長

世坂　敦子 司法書士世坂事務所 司法書士 法学部 H11年卒 親睦部会(ワインの会）、城南会世話人

平田　万貴 東京海上日動あんしん生命㈱ ライフパートナー 神学部 H11年卒 親睦部会

坂巻　勝義 (有)やよいコンサルティング 法学部 H22年卒
事務局会計、広報部会長、若手会幹事
上野会世話人

山本　善一朗 UHY東京監査法人 アソシエイト 商学部 H9年卒
会員増強委員会副委員長
URELむさしの副世話人

小山　圭司 タイガー興産㈱ 代表取締役 文学部 H9年卒
定例部会　副部会長
地域会交流部会　副部会長
URELさいたま事務局

北澤　詩織 ㈱ブリリアント マネージャー 同志社女子 H18年卒
事務局、若手会幹事
UREL六本木事務局

山本　真也 ㈱プルデンシャル生命 商学部 H16年卒 UREL六本木副世話人

田上　幸徳 イオンフィナンシャルサービス㈱ 法学部 Ｓ62年卒 会員増強委員会委員長、野球部監督

青木　環 たまき行政書士事務所 所長 文学部 H16年卒 城北ブランチ世話人

同志社不動産会東京Ｒ・Ｅクローバー倶楽部　第１7期世話人等名簿

常任相談役

副代表世話人

世話人



部会・委員会 氏名 役職 地域会 担当

小暮　隆 理事 六本木 高橋・山本(真)

志見　壮一 理事 新都心 辻村

辻村　直紀 運営委員 むさしの 濱口・山本(善)

桝本　あかね 運営委員 城南会 世坂

髙木　秀俊 運営委員 田園都市 阪田

志見　壮一 事務局長 SUNTAMA 田中

坂巻　勝義 会計 立川 山﨑

北澤　詩織 CMC会 髙木

坂巻　勝義 広報部会長 城北 青木

中西　俊彰 さいたま 小林

羽鳥　直希 かながわ 伊藤・鈴木

桝本　あかね 部会長 東関東会 野村

小山　圭司 副部会長 上野会 坂巻

坪田　茂 渋谷会 庄田

阪田　智之 部会長

福山　孝広 副部会長

金子　明史

野村　健也

世坂　敦子 ワインの会

平田　万貴

辻村　直紀 部会長

小山　圭司 副部会長

桝本　あかね

田上　幸徳 委員長

山本　善一朗 副委員長

髙木　秀俊 代表幹事

北澤　詩織 幹事

坂巻　勝義 幹事

髙木　秀俊 部長、UBBL実行委員

田上　幸徳 監督

中西　俊彰 野球部総務

堀江　俊喜 野球部会計

羽鳥　直希

福村　潤

野球部
URELベースボールリーグ（野球）に参加。

メール配信、会費徴収、ＵＲＥＬ連携

入出金管理、収支決算作成、予算作成

親睦部会
納涼会、ワインの会、忘年会、新年会、他大学との
懇親連携、その他活動

地域会交流部会 地域情報交換会の活性化

事務局

広報部会 HPの作成、更新、管理、ＳＮＳ発信

若手会 若手会員の親睦会、UREL若手会の幹事

会員増強委員会 会員数の増加及び定着に関連するイベント考案等

連盟運営

役割内容

定例部会
クローバー内、他大学との合同情報交換会の開催、
研修会の企画

大学不動産連盟理事会

大学不動産連盟運営委員会

ゴルフ


