
農学科 農業経済学科 農業土木学科 工業建築科

S28 1953 小島・木林・石原・小島 川島 種橋

S29 1954 中村
S30 1955 松江 奥野 森野

S31 1956 雲・吉崎 中西・土井内・中島 施山 西川

S32 1957 近松・植木 竹内 西川

S33 1958 藤本 佐野・國松・小澤・長崎 赤井・周防

S33（2） 1958 林・上田

S34 1959 井村 赤尾

S35 1960 大原 川瀬 神山・佐々木

S36 1961 上野・中森 飯田 北岸 飯田・田中

S37 1962 国枝・中川

S38 1963 久郷 中島 上原　 平田

S39 1964 田中 岡 野口 佐藤

S40 1965 寺川 西澤

S41 1966 奥村 青山 中川 森田・大塚

S42 1967 内田 寺村 高田 福岡

S43 1968 上田 北川 倉田 岸辺

S44 1969 中村 冨田 加藤 山本
S45 1970 米田 吉田

S46 1971 蒲生・八田 加々爪 木下・三橋

S47 1972 上田 松本 西村 杉田

S48 1973 福田 北出 中西 北川

S49 1974 五坪 那須 浅見 吉田・吉村・寺倉

S50 1975 北脇 川﨑 門 馬越

S51 1976 澤井 森 池野・磯村・竹内・前川

S52 1977 藤井 吉田 中村・長瀬

S53 1978 高谷 奥村 中村

S54 1979 酒井 下村 中村 原田

S55 1980 中江 松宮 中嶋 上田・梅田

S56 1981 中北 堀部 神細工 角田

S57 1982 井上 石庭 西村 中村

S58 1983 三浦 辻 久田 瀬古

S59 1984 富江 川部 梅影 池田

S60 1985 大原 高田 戸田 嶋田

S61 1986 南川 安田 丸本 宇野

S62 1987 森 内堀 中原

S63 1988 田中 福地 下村 藤岡

H01 1989 林 清水 石田・河村 小林

H02 1990 野田 澤田 寺田 井原

H03 1991 前田 野田 長谷川 霜出

H04 1992 田中 田中 内田 髙木

H05 1993 山本 今井 片岡

H06 1994 大前 植道 井口

H07 1995 野洲 門坂 清水
H08 1996 村岸 岩田 赤坂

環境生態 政策・計画 建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ 生物資源

H11 1999 木村 大石

H12 2000 小沢 大西・今井

H13 2001 饗場 近藤・森 菅原

H14 2002 西村 源田 石黒

H15 2003 吉田・田村 井上 上川 川那邊

H16 2004 葛原 木村 中嶋 朝倉

H17 2005 橋本 平山 湯本

H18 2006 福江 奥村 井田

H19 2007 小林 肥田 大友 小鐵

H20 2008 石川 武藤 伊藤 岩見

H21 2009 瀬川 阿部

H22 2010 粕渕 井上 居林 山本

H23 2011 井上 中井 大倉

H24 2012 上阪 上岡 拵　
H25 2013 伊井・久郷 今井・池山 北村・冨田 岡村・横山

H26 2014 藤井 岩穴口・鈴木 橋本 田端・南川

H27 2015 富 滝口・寺尾 駒井 森

H28 2016 浅井 村瀬 竹花・石見 横山・川渕

H29 2017 馬場・川口 種村・山口 森・澤村 重吉・奥谷

H30 2018 土田・辻 阪本・田中 村松・冨田 宮﨑・平尾

H31 2019 大賀・田中 武島・中田 宮尾・森山 前田・谷口
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