
回生 平成25年度同窓会出席者名 20130707 人数

来賓 永田 見生 吉川　敦 古賀　直 栢岡 忠彦 佐々木 健治 5
高山 十九春 1

1 隈 正之輔 1
2 樋口 忠治 中村 幸孝 石橋 義昭 森　康 4
3 安恒 好太郎 草壁 栄二郎 田中 正志 大場 清隆 冨田 英寿 5

池邊 教昭 内田 朋道 内野 順雄 黒岩 貞治 古賀 克明 石橋 達美 冨田  康 野田 幸作 日野 俊二 丸林 茂夫
小川　又 中村 和正 森山 喬介

5 高木 俊夫 関　順治 小泉 隆一 柳原 和久 4
6 今村 太司郎 牛島　敬 小沢 孝嘉 小吹　学 田中 浩雄 福本 晃雄 野田 尚一 佐々木 伸昌 8 41
7 井上　宏 植木 陽太郎 大神　甫 後藤 幸紀 山口　仁 柳　治男 山口 勝己 鶴　史雄 中島 正美 眞崎 寿昭 10

井手 和英 木下 兼吉 近藤　豊 中村　晃 高山 眞一 内田 甚寿 江上  泰 寺村 光雄 橋本 美和 林  俊一
吉田 道生 渡辺 望稔 千原 龍夫 前川 和元 森山 日出夫 広松 茂章 古賀 毅敏

9 田中 経一 城戸 英喜 永野 盛文 下村　宏 矢野 正夫 5
10 井上 琢雄 山鹿 俊徳 牛島 恵輔 牛島　修 江上 正人 古賀 暉人 最所 敏文 横溝 武典 橋本　明 原田 士郎 10
11 重永 征廣 1
12 大塚 哲也 生島　渡 福田 和人 福山 尚哉 4 47

長谷川 房生 一瀬 徹夫 深江 信義 小牧 徹志 宮本 祐一 光橋 正一郎 松尾 新一郎 松崎義宏 西　晃央 小江 俊行
田島 道孔 荒尾　清

14 杉本 英二 大薮 誠也 堀内　昇 松田　治 4
15 伯川 志郎 福井 英二 永尾 和夫 3
16 近藤 治幸 高尾 正英 大坪 衆介 佐藤 光俊 宮城　潤 箱田 啓樹 宮崎 充保 中野　博 8
17 福山　明 赤司　務 伊藤 嘉晃（旧 裕章） 3
18 筒井 博人 坂田 俊朗 田中 克明 平川 辰男 真谷　洋 国府 新助 村岡 和彦 上野 賢二 8 38

横山 晴明 小田 恵介 山口 浩生 植田 治夫 村上 和弘 中島 賢治 熊本 太熊 宮原 研一 天本 敬吾 直塚 俊之
木下 寿彦 藤井 智幸 金沢 文高 伊藤 啓輔

20 田中 利美 橋本 和幸 長  伸幸 三宅 清二 安部 政信 竹内 一平 武藤 邦弘 井上 明徳 堺　和博 後藤 俊秀 10
21 大隈　茂 高島　光 小島 英二 野上 兼一郎 福原 光明 田嶋 典明 一ノ瀬 元史 7
22 境　吉彦 三角 孝幸 江藤 文彦 蓮尾 研二 矢原 哲也 前田 秀一 岸　哲司 中垣 満政 古田　司 品川 裕利 10
23 荒木 幸一 江藤　宏 田中 久志 原口　勝 星野 輝彦 古賀 善彦 庄司 剛虎 中野  聡 8 49

24A 吉田 欣史 冨田 公彦 久恒 雄一郎
白井 善太郎 田尻 祐司 浦部 大策 秋山 哲司 碇  秀樹 井樋 直孝 岩永 知久 中島 功紀 小鶴 章人 斉藤  力
副島 義久 安武　亨 荒木貞文
堤　清之 御船 弘治 吉家　弘 古賀 寛史 古澤 一彦 三砂 範幸 砥上 真二 小川　厚 隈本 真 東 秀樹
日垣 重彦 梁井　修
石原 寿和 入来 敦 牛嶋 公生 大内田 敏行 川口 勝久 倉富 勇一郎 古賀 雅臣 下川 敏弘 末次 康裕 高森 信三
船本 憲治 山崎 恭司 山田 晋一 吉開 元治 角  孝明 伊藤 祐司 酒井  良 山下 裕也 近藤 元司 原  正史 48
山口 佳秀 田中 浩一 豊福 士文 宮原 信孝 池田  潔 帆足 俊男 山田 和弘 坂井 寿夫 黒田 健介 清川　兼輔
渡辺　浩一 川口 武壽 江藤 耕太郎 眞武 弘明 山田 尚吾 15

26 新里 祐一 内藤  光 東  秀史 渡辺 作治 実藤 光二郎 井上 俊孝 井本 公重 吉田　智 8
27 佐々木 郁夫 舩津 和宏 大和　浩 穴井 博史 為永 和博 小川（古川）清一 6
28 吉本 幸治 岡村 和彦 國武 恵明 西牟田 政志 松井 隆明 野田 武志 6
29 秋穂 裕唯 猪飼 秀隆 2

古賀　光 佐藤  茂 坂本  格 東 登志夫 田山 慶一郎 唐沢 達信 古村  尚 祝部 幹雄 宮崎  薫 高嶋 雅樹
佐藤 智雄

31 藤山 幸二郎 川波　潔 田中　葉 竹下 政敏 森田　昇 5
32 0
33 枝國 源一郎 渡邊　暁 本村 和也 岩永 浩三 中野 昌彦 5
34 秋本 丈司 大家 敏志 永田 八栄 下地 栄壮 末次  正 阿部 高士 6
35 0
36 福元  仁 1
37 0
38 0
39 古賀　篤 時津 高俊 藤野 恭誠 3
40 桑野 貴充 1 54
41 富永 泰輔 川野 武志 福吉 哲也 3
42 中島  研 山本 教貴 阿部  亮 楠田 大蔵 4
43 池田 昌太 1
44 花吉 哲芝 1
45 大津留 孝明 岡本 慎太郎 安川 壮一 3
46 0
47 熊谷 善昭 大屋 健一郎 井上 和久 原田　裕 4
48 山口 剛弘 1
49 松本 修一 1
50 熊丸 陽亮 1
51 0
52 古賀　亘 田中 博之 2
53 井上　 1
54 宮原　敏 斉　森 重久 3
55 有永とよのり 1
56 岩尾 和紀 大澤 めぐみ 2
57 0
58 大場 絢加 境　真未子 井上 佳菜子 山下 華代 瀬戸 4
59 舟木 大誠 坂田 稜称 大津 雅広 近藤 早希子 丸井 ゆかり 5
60 小島　尚 村上 龍之介 2
61 百武 靖悟 1 40

合計 332
332

13 12

19 14

30 11

48

24B

24C

24D

25 15

8 17

4 13


