
法政大学校友会　パートナー組織一覧表 2022/11/24現在

団名体 代表区分 代表者氏名 ウェブサイト・SNS等のURL

北海道校友会 会長 藤井　幸一

旭川支部 支部長 菅井　弘明

岩見沢支部 支部長 太田　博之

小樽支部 支部長 末永　敏則

帯広支部 支部長 橘　精三

北見支部 支部長 長谷川　豊

釧路支部 支部長 齋藤　德春

札幌支部 支部長 藤井　幸一 https://sapporo-kouyu6-hosei.amebaownd.com/

斜里支部 支部長 小笠原　宏美

苫小牧支部 支部長 坂本　安正

函館支部 支部長 若山　直

室蘭支部 支部長 松永　英樹

青森県校友会 会長 齋藤　力

青森支部 支部長 齋藤　力

八戸支部 支部長 田中　信明

弘前支部 支部長 小松　秋夫

岩手県校友会 会長 宮田　謙

秋田県校友会 会長 北嶋　正

秋田支部 支部長 北嶋　正

能代山本支部 支部長 宮腰　誠

宮城県校友会 会長 尾町　雅文 http://kouyuukai.ho-zuki.com/

山形県校友会 会長 髙橋　順弘

山形支部 支部長 髙橋　順弘

酒田支部 支部長 後藤　和雄

鶴岡支部 支部長 板垣　茂

米沢法友会 会長 竹田　和則

福島県校友会 会長 菅原　征彦

福島支部 支部長 橘　政道

いわき支部 支部長 諸橋　義隆

郡山支部 支部長 壁谷　保彦

会津支部 支部長 戸川　稔朗

富山県校友会 会長 松井　幹夫

石川県校友会 会長 塚本　幹雄

福井県校友会 会長 北川　頼子
https://www.facebook.com/%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A
6-%E7%A6%8F%E4%BA%95%E7%9C%8C%E6%A0%A1%E5%8F%8B%E4%BC%9A-
347589102525250/

長野県校友会 会長 新井　健一

松本法友会 会長 山崎　喜美男

長野法友会 会長 加藤　正男

長野東信法友会 会長 塩川　宗一

長野南信法友会 会長 小池　大洋

群馬県校友会 会長 江原　晴一郎

桐生支部 支部長 江原　晴一郎

高崎支部 支部長 清水　正郎

館林支部 支部長 高橋　徹

太田支部 支部長 吉原　猛

前橋法友会 会長 遠藤　祐司

埼玉県校友会 会長 大井　巳喜彦 http://hosei-saitama.com/

川越法友会 会長 金子　正之 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057305297209

飯能支部 支部長 松下　静夫

川口法友会 会長 仲島　行男

さいたま市法友会 会長 山口　宣道 https://saitamashihoyukai.jimdofree.com/

所沢法友会 会長 宮内　正臣

熊谷法友会 会長 長谷川　隆春

https://www.facebook.com/pages/category/Community-
Organization/%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%A0%A1%
E5%8F%8B%E4%BC%9A%E7%86%8A%E8%B0%B7%E6%B3%95%E5%8F%8B%E4%
BC%9A-499115357086305/

新潟県校友会 会長 宮下　好文 https://hosei-niigata.com/

新潟支部 支部長 宮下　好文 https://shibu-niigata.com/hosei

柏崎支部 支部長 村井　智則

十日町支部 支部長 村山　徹

長岡支部 支部長 畠山　徳雄

小千谷魚沼支部 支部長 木村　一彦

上越支部 支部長 髙橋　孫左衛門

糸魚川支部 支部長 荻野　修

佐渡支部 支部長 猪股　文彦

阿賀北支部 支部長 小野寺　眞夫
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茨城県校友会 会長 木村　眞 http://hoseiibaraki.blogspot.com/

日立法友会 会長 成田　壯太郎 http://hoseihitachi.sub.jp/

茨城県南法友会 会長 江戸　洋 http://hoyukai.168jp.net/

水戸法友会 会長 木村　眞

茨城県西法友会 会長 百目鬼　博行

栃木県校友会 会長 寺内　正毅

宇都宮支部 支部長 滝　浩

小山支部 支部長 大山　清

鹿沼支部 支部長 石川　実

足利支部 支部長

佐野支部 支部長 飯田　昌弘

那須野ヶ原支部 支部長 秋元　義彦

塩那支部 支部長 宮沢　昭夫

芳賀支部 支部長 岩下　哲夫

日光支部 支部長 齋藤　孝雄

下野支部 支部長 上野　勉

栃木支部 支部長 寺内　正毅

千葉県校友会 会長 河島　教明

千葉中央支部 支部長 岡本　眞司

松戸支部 支部長 岩橋　成行 http://matsudo-hosei.jp/

外房法友会 会長 古山　弘

成田法友会 会長 長谷川　吉昭

船橋校友会 会長 伊藤　賢二 https://funabashi-kouyukai.jimdofree.com/

内房支部 支部長 小尾　明

千葉県東葛校友会 会長 寺内　敬壽

市川法友会 会長 馬場　達二

神奈川県校友会 会長 小針　久 https://hosei-univ-kanagawa.amebaownd.com/

横浜法友会 会長 石塚　護 https://hosei-univ-kanagawa.amebaownd.com/posts/8777891

鎌倉法友会 会長 小針　久 https://hosei-univ-kanagawa.amebaownd.com/posts/9184325

相模校友会 会長 小島　正次 https://hosei-univ-kanagawa.amebaownd.com/posts/9182340

厚木法友会 会長 足立　一彦 https://www3.hp-ez.com/hp/hoseiatsugi/

川崎法友会 会長 佐野　最一郎 https://housei-univ-kawasaki.amebaownd.com/

小田原法友会 会長 北村　武 https://odawarahosei.jimdofree.com/

茅ヶ崎法友会 会長 水本　定弘 https://hosei-univ-kanagawa.amebaownd.com/posts/9174037

横須賀法友会 会長 斎藤　和男 https://hosei-univ-kanagawa.amebaownd.com/posts/17964490

静岡県校友会 会長 鈴木　寛

静岡支部 支部長 岸本　学

熱海支部 支部長

清水法友会 会長 大石　勝巳

沼津法友会 会長 杉山　僖沃

浜松法友会 会長 鈴木　寛

富士支部 支部長 市川　宏

三島支部 支部長 小浜　修一郎 http://www.kohamajp.com/hosei/

山梨県校友会 会長 樋泉　智男
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東京都校友会 会長 山本　富士哉

葛飾支部 支部長 潮崎　敏彦

荒川支部

江戸川法友会 会長 江副　亮一

江東法友会 会長 白田　隆雄

品川法友会 会長 三上　隆司

杉並支部

世田谷法友会 会長 島田　秀考

台東法友会 会長 齋藤　功

板橋法友会 会長 中山　茂

中央支部 支部長 山田　耕之亮

千代田支部 支部長 高橋　聰

豊島支部 支部長 後藤　次仁

中野法友会 会長 中村　育太郎

練馬法友会 会長 大塚　英男 https://ja-jp.facebook.com/Nerimashibu

みなと法友会 会長 中山　典行 https://www.facebook.com/minato.hosei/

目黒法友会 会長 伊藤　元一

渋谷支部 支部長 金澤　健二

八王子法友会 会長 小田島　英一 https://hosei-hatiojikouyukai.com/

府中支部 支部長 梶尾　信禎

三鷹支部 支部長 緒方　一郎

多摩北部支部 支部長 元角　昌三

日野法友会 会長 大松　弘一

多摩支部 支部長 久次米　義之
https://www.facebook.com/%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A
6%E6%A0%A1%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E5%A4%9A%E6%91%A9%E6%94%AF%E
9%83%A8-436127783222630/?ref=py_c

東東京法友会（墨田法友会） 会長 森屋　貞明

文京法友会 会長 林田　有史

町田法友会 会長 芝田　晃 https://www.facebook.com/machida.houyuukai/?ref=py_c

新宿法友会 会長 倉持　貞雄

足立法友会 会長 福本　勝由

大田法友会 会長 直井　好昭

北法友会 会長 大澤　昌平

岐阜県校友会 会長 井納　誠

（一社）法政大学校友会愛知県校友会 会長 因田　義男

半田支部 支部長 神野　昌悦

愛知支部 支部長 神谷　信清

岡崎支部 支部長 柴田　尚彦

名古屋支部 支部長 因田　義男 http://blog.livedoor.jp/hosei_nagoya/

碧南支部

三重県校友会 会長 服部　喜久男
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滋賀県校友会 会長 井川　英二 https://www.facebook.com/hoseishiga/

京都府校友会 会長 仲村 哲

奈良県校友会 会長 森　章 https://hosei-nara.net/

大阪府校友会 会長 上野　隆祥 https://ja-jp.facebook.com/houseiosaka/

兵庫県校友会 会長 鯛　弘

和歌山県校友会 会長 大岩　德成 https://www.facebook.com/hosei.wakayama/

鳥取県校友会 会長 小林　重喜

島根県校友会 会長 佐々木　雄三

松江支部 支部長 前島　修

出雲支部 支部長 森川　晋平

浜田市法友会 会長 長見　邦尚

岡山県校友会 会長 西　康宏 https://ja-jp.facebook.com/hoseiuniv.okayamakoyu/

広島県校友会 会長 斎藤　周

呉支部 支部長 川西　清司

備後支部 支部長 岩本　真治

山口県校友会 会長 西本　守利

山口支部 支部長 斉藤　和彦

岩国同友会 会長 西本　守利

宇部支部 支部長 中野　良明

小野田支部 支部長 平田　和三郎

下関支部 支部長 升本　猛

防府支部 支部長 藤本　尚志

萩（長北）支部 支部長 野山　嘉孝

徳島県校友会 会長 石原　譲

香川県校友会 会長 林　幸稔

愛媛県校友会 会長 渡辺　昜廣

松山支部 支部長 黒川　勇司 https://hoseiuniversity-matsuyama.jimdofree.com/

今治支部 支部長 渡辺　昜廣

新居浜支部 支部長 秦　敏明

南予支部 支部長 近藤　修司

高知県校友会 会長 加藤　敏仁

福岡県校友会 会長 中村　勇治

北九州支部 支部長 岡本　時夫 https://ja-jp.facebook.com/kitaq.hosei/

筑豊支部 支部長 田代　隆博

福岡支部 支部長 中村　勇治 https://ja-jp.facebook.com/houseidaigakufukuoka/

佐賀県校友会 会長 峰　英太郎

長崎県校友会 会長 岡村　康司

https://ja-jp.facebook.com/pages/category/Community-
Organization/%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%A0%A1%
E5%8F%8B%E4%BC%9A%E9%95%B7%E5%B4%8E%E6%94%AF%E9%83%A8-
168642353509682/

佐世保支部 支部長 古賀　昭男

諫早支部 支部長 松尾　和希

熊本県校友会 会長 小田　栄一

八代支部 支部長 宮川　誠也

大分県校友会 会長 岡村　邦彦

宮崎県校友会 会長 甲斐　嘗一郎 https://www.facebook.com/houseimiyazakikouyuukai/

鹿児島県校友会 会長 中村　正文 http://www.hosei-kagoshima.com/

沖縄県校友会 会長 糸数　淳
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https://www.facebook.com/houseimiyazakikouyuukai/
http://www.hosei-kagoshima.com/
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法学部同窓会 会長 金子  征史 http://hosei-hodokai.jp/

文学部同窓会 会長 清原　孟

経済学部同窓会 会長 村田  紀敏 http://hoseikeiyukai.jp/

社会学部同窓会 会長 中　正美 http://www.hoseisoc-dousoukai.jp/

経営学部同窓会 会長 岩井　昭 http://www.houseikeieidousoukai.com/

理系同窓会 会長 佐藤　良一 http://133.25.196.100/joomla3605/

人間環境学部同窓会 会長 庄野　真代 https://hosei-jinkan-club.jp/

スポーツ健康学部同窓会 会長 清原　孟

法政大学通信教育部校友会 会長 米田　俊彦 https://hosei-tk.com/

法政大学高等学校同窓会 会長 髙村　嘉昭 https://www.hoseikd.jp/

法政大学第二中・高等学校同窓会 会長代行 大八木　勇夫 http://www.hosei2ob.com/

法政大学女子・国際高等学校同窓会 会長 中村　美津江 https://www.facebook.com/HoseiKokusai/

三一・三六法A会 会長 秋元　信二

国際法研究会法友会 会長 竹下　正美

アカデミ－合唱団OBOG会 会長 吉田　和典 http://www.academy-ob.com/

アリオンコ－ルOB会 会長 菊地　信行 https://www.facebook.com/arionchorob/

第一文化連盟OB富士見会 会長 髙橋　総生

法友アイスホッケークラブ 藤本　昭男

法友フィギュアスケートクラブ 萱間　隆史

法友ホッケークラブ

アメリカンフットボ－ル部OBOG会 会長 大橋　佳哉 https://ja-jp.facebook.com/obogtomahawks/

法友柔道倶楽部 会長 渡邉　敏之 https://hoyujudo.jimdofree.com/

ボクシング部法友会 会長 鶴木　良夫

応援団OBOG会 会長 田中　利幸 http://www.hosei-endan-ob.com/

法政大学柔友会 会長 飯干　貴久

義和会OB会 会長 石川　敏夫

ラグビー部OB倶楽部 会長 武村　秀夫

ワンダ－フォ－ゲルクラブ 会長 吉原　功

山想会 会長 勝山　康雄

体育会自動車部OB会 会長 岩瀨　仁

剣道会剣友会 会長 小澤　俊文 http://hosei-kenyukai.com/

ゴルフ部法友会 会長 久保田　恵造

法政大学スケート部OBOG倶楽部 会長 大井　巳喜彦

法政剛柔会 会長 髙津　利明

体育会空手部拳友会 会長 鈴木　秀秋 http://kenyukai.kg.to/index.htm

工体連OB会 会長 土居　通明 https://hosei-koutairen-obkai.jp/index.html

法友体育会 会長 酒井　裕

法友野球倶楽部 会長 山中　正竹
https://www.facebook.com/%E6%B3%95%E5%8F%8B%E9%87%8E%E7%90%83
%E5%80%B6%E6%A5%BD%E9%83%A8-881783011848780/

法政大学外濠会 会長 高橋　修平

法友さくら会 会長 南　章乃

落語研究会OB会 会長 白石　国爾

法泳会 会長 春木　亮一 http://hoseiswim.com/%e6%b3%95%e6%b3%b3%e4%bc%9a/

法友陸上クラブ 会長 若倉　和也

法友ヨット倶楽部 会長 相原　康伸

法政大学交響楽団OB・OG会 会長 橋本　伸一郎 http://www.hoseiso.com/wplogb/

富士見合気道友会 会長 島田　裕正 https://fujimiaiki.jimdo.com/

体育会テニス部OG・OB会 会長 佐藤　雅治

法政大学自主マスコミ講座OBOG会 会長 伊藤　一樹

法友会フェンシングクラブ 会長 下川　禎 https://hoyukai1935fc.hatenablog.com/

法政大学富士見射友会 会長 齋藤　寛

都庁法友会 会長 三田　敏哉

千葉県庁法友会 会長 石井　慶範

日立橙和会 会長 田中　章友

日立キャピタル法友会 会長 鈴木　浩一

三菱東京ＵＦＪ富士見会 会長 小澤　俊文

文化・フジタオレンジ法友会 会長 潮崎　敏彦

西松建設法友会 会長 石橋　直

（株）パイロットコーポレーション 会長 高橋　清

鹿島建設法友会 会長 夜久　暢宏

戸田建設法友富士見会 会長 徳田　憲治

法政財界人倶楽部 会長 村田　紀敏

公認会計士法友会 会長 太田　荘一 http://hoyukai.la.coocan.jp/

法政会計人会 会長 髙田　住男

東京法政ライオンズクラブ 会長 黒岩　太 https://www.facebook.com/tokyohoseilionsclub/

（一財）法政大学経営者懇談会 理事長 金子　正之 http://www.hosei-keieisya.com/

不動産鑑定士橙法会 会長 菊池　由美子 https://tohokai.localinfo.jp/

建設・不動産橙法会 会長 柳　済龍 http://www.just.st/?in=7206066

法政大学マスコミオレンジ会 会長 藤田　恒美 https://ja-jp.facebook.com/HoseiOrange

出版・取次オレンジ会 会長 中村　謙吾

法政大学教職員校友会 会長 横内　正雄 https://sites.google.com/view/hoseikyosyokuinkoyukai

法政大学法曹会 会長 瀬戸　英雄

全国法政大学市長会 会長 油野　和一郎

行政書士オレンジ会 会長 宮田　英之 https://ja-jp.facebook.com/hoseiorangekai

法政大学中小企業診断士オレンジ会 会長 内藤　博 https://www.hosei-smec.com/
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法政大学シンガポール校友会 会長 巽　弘行 https://www.facebook.com/HoseiUniversityAlumniofSingapore

韓国校友会 代表 趙　熙俊

社團法人日本法政大學臺灣校友會 代表 黄　勝材

サイゴン法友会 会長 立石　光
https://www.facebook.com/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%B4%E3%83%B3
%E6%B3%95%E5%8F%8B%E4%BC%9A-270507066660913/?ref=py_c

法政大学ハノイオレンジ会 代表 田中　一平

法政大学フィリピン校友会 代表 高祖　肇

法政大学タイ・バンコク校友会 代表 塙　憲啓 https://www.facebook.com/groups/thaihosei

法政チャイナ校友会 会長 浦野　浩一 http://hoseichina.com/

法政大学アジア賢友校友会 代表 東海　正道

ニューヨーク校友会 会長 反町　真理香

https://www.facebook.com/%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A
6%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E
6%A0%A1%E5%8F%8B%E4%BC%9AHosei-University-Alumni-of-New-York-
280362462052382/timeline/?ref=hl

サンフランシスコ支部 支部長 石川　哲也

https://www.facebook.com/%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A
6%E6%A0%A1%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%95%E3
%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3%E6%94%AF%E9%83%
A8HASF-Hosei-University-Alumni-Society-San-Francisco-Bay-
69013164624/timeline/

ロサンゼルス校友会 代表 嶋貫　昭一 https://www.facebook.com/LAHoseiKoyukai/

法政大学HAWII法友会 代表 山田　成人

英国法友会 会長 岡部　道 http://hosei.org.uk/

フランス校友会 代表 土屋　美千夫
https://www.facebook.com/%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A
6%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E6%A0%A1%E5%8F%8B%E4
%BC%9A-1831090947219288/

ドイツ校友会 代表 曽我　亜古
https://www.facebook.com/%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A
6%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%A0%A1%E5%8F%8B%E4%BC%9A-
523014374526183/

ベルギー校友会 代表 神野　陽子
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https://www.facebook.com/%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%A0%A1%E5%8F%8B%E4%BC%9AHosei-University-Alumni-of-New-York-280362462052382/timeline/?ref=hl
https://www.facebook.com/%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3%E6%94%AF%E9%83%A8HASF-Hosei-University-Alumni-Society-San-Francisco-Bay-69013164624/timeline/
https://www.facebook.com/%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3%E6%94%AF%E9%83%A8HASF-Hosei-University-Alumni-Society-San-Francisco-Bay-69013164624/timeline/
https://www.facebook.com/%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3%E6%94%AF%E9%83%A8HASF-Hosei-University-Alumni-Society-San-Francisco-Bay-69013164624/timeline/
https://www.facebook.com/%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3%E6%94%AF%E9%83%A8HASF-Hosei-University-Alumni-Society-San-Francisco-Bay-69013164624/timeline/
https://www.facebook.com/%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3%E6%94%AF%E9%83%A8HASF-Hosei-University-Alumni-Society-San-Francisco-Bay-69013164624/timeline/
https://www.facebook.com/LAHoseiKoyukai/
http://hosei.org.uk/
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