
NO. 会社名 役職1 氏名1 期1

1 医療法人明光会　やなぎざわ整形外科 理事長 栁澤　一光 様 (5期)

2 株式会社吉田鉄工所 代表取締役 𠮷田　勝彦 様 (12期)

3 株式会社 ボルテックスセイグン 代表取締役 武井　　宏 様 (13期)

4 株式会社　糸庄 取締役社長 松本　修平 様 (14期)

5 有限会社高崎塗装工業所 取締役会長 青島　浩 様 (15期)

6 株式会社ジャパレン関東 代表取締役社長 茂木　隆 様 (15期)

7 フォーチュンコンサルティング 税理士 小林　謙二 様 (15期)

8 株式会社　総合ＰＲ 代表取締役 五味　典雄 様 (17期)

9 利根電気工事株式会社 代表取締役 熊木　義隆 様 (19期)

10 株式会社 ライフシステム （日典ラサ・マリエール） 専務取締役 小泉　清司 様 (19期)

11 公認会計士・税理士　田島龍一事務所 田島　龍一 様 (19期)

12 医療法人信愛会 本多病院 病 院 長　 本多　　真 様 (20期)

13 株式会社コムテックス 代表取締役社長 小林　正明 様 (20期)

14 高野酒店 高野　町子（旧姓：田中） 様 (20期)

15 神辺歯科医院 神辺　雅良 様 (20期)

16 平成クリニック 院長 石井　弘子 様 (20期)

17 (有)清水屋 大河原　清一 様 (20期)

18 八木工業株式会社 代表取締役 八木　議廣 様 (22期)

19 税理士法人　アイタックスワールド 代表社員 岩堀　薫 様 (23期)

20 桑子産業株式会社 桑子　弘昭 様 (25期)

21 株式会社マーク・アップ　(ジュエリーウエダ） 上田　茂 様 (25期)

22 萩原建設 株式会社 代表取締役 萩原　永史 様 (25期)

23 株式会社 エクセル 取締役会長 関口　俊介 様 (26期)

24 株式会社 環境管理センター 代表取締役 森田　岳志 様 (26期)

25 株式会社　関東培樹園 小板橋 恵美子 様 (26期)

26 島津会計税理士法人 税理士・行政書士・家族相談士 島津　文弘 様 (27期)

27 冬木工業株式会社 代表取締役社長 大竹　良明 様 (27期)

28 社会福祉法人若葉会 理事長 角谷　正雄 様 (27期)

29 有限会社エスアールオート 代表取締役 船橋　武 様 (27期)

30 前橋敷島ライオンズクラブ 代表　 湯本　直也 様 (28期)

31 細谷工業株式会社 代表取締役 細谷　可祝 様 (29期)

32 ヤマハ板鼻教室 田中　美香（旧姓：大橋） 様 (29期)

33 株式会社石井設計 代表取締役 石井　繁紀 様 (31期)

34 株式会社　並木 代表取締役 静　朋人 様 (32期)

35 株式会社 みなとや 代表取締役 田中　栄司 様 (32期)

36 佐藤産業株式会社 代表取締役 佐藤　克佳 様 (33期)

37 星野　香乃　ピアノ教室 星野　香乃 様 (33期)

38 有限会社　池田組 代表取締役 池田　繁一 様 (34期)

39 貸衣裳　美鈴 大野　晋吾 様 (34期)

40 国際警備株式会社 代表取締役 山﨑　健 様 (37期)

41 株式会社日本労務センター 代表取締役 山田　恵一 様 (37期)

42 下城株式会社　シロテックス株式会社 代表取締役 下城　郁雄 様 (37期)

43 舌切雀のお宿　磯部ガーデン 代表取締役 櫻井　太作 様 (38期)

44 しののめ信用金庫 理事長 横山　慶一 様 (38期)

45 株式会社　上毛テクニカル 代表取締役 山口　淳 様 (40期)

46 株式会社 ウイングギャレックス 代表取締役 須賀　巌 様 (40期)

47 株式会社 アイエー・フーズ 代表取締役 吉田 さゆり 様 (41期)

48 株式会社マエコム クロス 代表取締役 前田　誠 様 (42期)

49 株式会社　研屋 代表取締役 清水　一希 様 (51期)

50 湯井電気株式会社 湯井　亜利菜 様 (61期)


