
西南学院グリークラブ名簿　　
卒年 part 氏名
*21 大正10年卒業
*21 伊藤　俊男
*21 井上　精三
*21 河野　博範
*21 奥山　英一郎
*21 田沢　耕三
*21 平野　正敏
*21
*22 大正11年卒業
*22 野呂　光江
*22 寺田　敏郎
*22 伊勢田　崇
*22 牟田　義信
*22
*23 大正12年卒業
*23 伊藤　武雄
*23 中倉　貞雄
*23
*24 大正13年卒業
*24 藤井　泰一郎（*28重複）
*24
*25 大正14年卒業
*25 辛島　紳浩
*25 籔　　　斉
*25
*26 大正15年卒業
*26 伊勢田　崇
*26 加瀬　康作
*26 末松　一幹
*26 田中　幸利
*26 寺田　敏郎
*26 宮地　良介
*26 牟田　義信
*26 和田　真佐己
*26
*27 昭和２年
*27 大庭　　弘
*27 尾崎　主一
*27 柴田　久万彦
*27 八田　　久
*27
*28 昭和３年
*28 岡　　良三
*28 西見　　享
*28 藤井　泰一郎
*28
*30 昭和５年
*30 阿部　　勇
*30 菊池　武正
*30 佐多　一郎（佐田か？）
*30 下川　　功
*30 夏秋　芳彦
*30 藤瀬　孝二
*30 船越　義雄
*30 堀岩　　平
*30
*31 昭和６年
*31 宗　憲太郎
*31 T1 徳永　麟之助
*31 原田　郁彦
*31 万年　有信
*31 南　　政行



*31
*32 昭和７年
*32 尾崎　三弘
*32 富永　敏之
*32 益井　三弘
*32
*33 昭和８年
*33 萩島　二男
*33
*34 昭和９年
*34 大久保　正三郎
*34 清田　四四男
*34 久保山　栄力
*34 河野　吉秋
*34 河野　吉興
*34 津和崎　正義
*34
*35 昭和10年
*35 占部　一六
*35 白水　明人
*35 水野　正忠
*35 宮崎　正旗
*35 茂木　信雄
*35
*36 昭和11年
*36 浅原　俊輔
*36 大戸　義信
*36 熊谷　啓次
*36 後藤　武雄
*36 菅野　救爾
*36 永田　俊彦
*36 中村　　弘
*36 野田　俊彦
*36 渡辺　威熊
*36
*37 昭和12年
*37 北川　治男（寿永）
*37 藤瀬　乙比古
*37
*38 昭和13年
*38 井上　宗平
*38 川崎　貞俊
*38 久保　正風
*38 古賀　良典
*38 田坂　文人
*38 宗　　義男
*38 塚田　耕一
*38 中島　淳吉
*38 城田　泰則
*38 野原　泰生
*38 蓮沼　一栄
*38 水上　正彦
*38 柳　　正風
*38
*39 昭和14年
*39 川久保　敏彦
*39 田上　忠夫
*39 平野　正捷
*39 松尾　三千秋
*39
*40 昭和15年
*40 城　　義正
*40 B2 鶴原　太郎
*40 松岡　　孝



*40 松原　　健
*40
*41 昭和16年
*41 井出　伊武
*41 尾西　要之助
*41 菊池　　力
*41 井上　伊南男（旧姓・倉富）
*41 倉本　　宏
*41 鹿田　三徳
*41 立石　普也
*41 田中　耕介
*41 古林　輝久
*41 真栄田　年穂
*41 松本　省一
*41 村岡　文夫
*41 安武　博美
*41
*42 昭和17年
*42 秋吉　俊信
*42 井上　　仁
*42 牛島　太郎
*42 内野　公六
*42 T1 内海　洋一
*42 金森　良夫
*42 毛屋　潤一郎
*42 高武　公美
*42 小溝　　徹
*42 清水　尚俊
*42 下村　良夫
*42 新飼　　仁
*42 末次　瑞生
*42 瀬野　収司
*42 鳥越　俊郎
*42 二宮　英彦
*42 東　　隆之
*42 森田　敏彦
*42 山中　孝彦
*42 渡辺　任清
*42
*43 昭和18年
*43 相場　正綱
*43 井手　茂実
*43 伊藤　良二郎
*43 井上　良助
*43 井上　泰生
*43 今井　保郎
*43 T2 今村　正仁
*43 北川　晃二
*43 鹿田　　仁
*43 柴田　真治
*43 種田　　進
*43 田村　富貴夫
*43 中村　安博
*43 箱田　八郎
*43 宮本　博司
*43 村上　修一
*43 山口　　厚
*43 山本　博之
*43
*44 昭和19年
*44 相戸　要一
*44 井手　伊文
*44 因　　俊造
*44 鵜木　　伝



*44 梅北　正彦
*44 金森　十三夫
*44 霧林　　隆
*44 草場　　弘
*44 古賀　重徳
*44 徐　　　栄
*44 田崎　正己
*44 豊永　収蔵
*44 豊福　博信
*44 羽江　　真
*44 服部　政美
*44 B2 花村　幸祐
*44 兵藤　正登司
*44 馬渡　健二
*44
*45 昭和20年
*45 船越　義信
*45 諸富　　晃
*45 B2 山本　昭輔
*45
*45
*46 昭和21年
*46 井上　真雄
*46 今福　　隆
*46 江口　治彦
*46 小曽根　恭蔵
*46 原元　　信
*46 藤井　克巳
*46
*47 昭和22年
*47 T2 伊賀　良雄 　
*47 石田　　昭 物故
*47 t2 高橋　博一 物故
*47
*48 昭和23年
*48 b2 生野　真臣 　
*48 b1 川村　鈴二 　
*48 t2 小嶋　巨人 物故
*48 後藤　照男 物故
*48 B2 杉田　辰彦 　
*48 t1 刀根　亨一 　
*48 西　　伊宗 物故
*48 t2 西山　文史 　
*48 b2 真鍋　晃之典 　
*48 t2 渡辺　文二郎 　
*48
*49 昭和24年
*49 岡田　耕彦 物故
*49 小野　公禄 物故
*49 片山　雅彦 連絡先不明
*49 金子　正巳 　
*49 金平　新介 物故
*49 t2 木村　正昭 連絡先不明
*49 柴田　治通 連絡先不明
*49 瀬戸口　泰生 物故
*49 田中　正博 連絡先不明
*49 b1 林　　照樹 物故
*49 平岡　　昭 物故
*49 福山　泰介 物故
*49 吉永　　斉 　
*49 渡辺　　健 　
*49
*50 昭和25年
*50 秋根　　武 物故



*50 B2 榎田　裕一 　
*50 T1 梶原　章旺 　
*50 河上　孝男 連絡先不明
*50 北島　浩二 　
*50 B2 古賀　道也 物故
*50 笹田　智彦 　
*50 白垣　公正 連絡先不明
*50 末広　忠勝 連絡先不明
*50 高木　　徳 連絡先不明
*50 長　　利光 連絡先不明
*50 辻　　　実 物故
*50 山口　喜代治 連絡先不明
*50
*51 昭和26年
*51 秋山　直樹 物故
*51 牛草　　広 連絡先不明
*51 川崎　　洋 物故
*51 t2 神代　忠男 　
*51 毛屋　禎吉 物故
*51 榊田　芳男 連絡先不明
*51 b1 坂本　　譲 　
*51 b2 下川　勝史 物故
*51 b2 多久島　哲雄 　
*51 t1 恒屋　慎一郎 　
*51 永田　栄知 連絡先不明
*51 中村　万年 物故
*51 平田　不二男 物故
*51 福島　昭美 物故
*51 b1 諸富　　弘 　
*51 山崎　　剛 連絡先不明
*51 山下　信一 連絡先不明
*51 b1 吉田　　勝 　
*51
*52 昭和27年
*52 卒業生なし
*52
*53 昭和28年
*53 荒木　英司 物故
*53 石崎　浩基 物故
*53 t 井上　陽一 　
*53 上原　圀介 　
*53 葛西　晃一 物故
*53 岸　　忠之 連絡先不明
*53 小井土　一夫 　
*53 小田部　富男 　
*53 佐藤　史郎 　
*53 進藤　邦彦 物故
*53 田中　秀忠 連絡先不明
*53 B1 田邉　正光 　
*53 長　　　弘 　
*53 土橋　幸男 連絡先不明
*53 冨田　純輔 連絡先不明
*53 豊田　佳日子 　
*53 中田　稔人 物故
*53 永浜　秀雄 連絡先不明
*53 秀徳　凡男 連絡先不明
*53 平野　泰助 物故
*53 福永　陽一郎 物故
*53 掘井　祥也 　
*53 堀池　重義 連絡先不明
*53 的野　恭一 　
*53 三島　健三 連絡先不明
*53 光安　利輔 　
*53 持田　　久 　



*53 渡辺　悦次 物故
*53 渡辺　庄三郎 　
*53
*54 昭和29年
*54 穴井　昭二郎 物故
*54 飯田　泰三 物故
*54 池田　欽一 物故
*54 b1 内海　敬三 　
*54 t2 浦志　恒登 　
*54 b1 大友　　功 　
*54 t1 乙藤　成美 　
*54 b2 影山　　_（サンズイの徹） 　
*54 北山　右門 物故
*54 b2 木道　　昇 　
*54 b1 柴戸　次雄 　
*54 b1 柴田　哲夫 　
*54 t2 田島　寛治 連絡先不明
*54 田中　忠雄 物故
*54 t2 徳永　利太 物故
*54 t1 前田　栄一 　
*54 t1 中田　　健 　
*54 西脇　周吉 連絡先不明
*54 野上　芳五郎 物故
*54 平尾　　博 物故
*54 t1 宮地　基次 　
*54 b2 望月　憲二 物故
*54 権門　正雄 　
*54 T1 吉田　明弘 物故
*54
*55 昭和30年
*55 b2 井形　宣英 　
*55 t2 一柳　泰敏 物故
*55 伊藤　登喜夫 連絡先不明
*55 大村　幸生 連絡先不明
*55 草野　日出男 　
*55 b2 田中　義信 　
*55 武立　真一 　
*55 古澤　嘉生 　
*55 松尾　弘久 連絡先不明
*55 真野　宣英 -------- 井形　宣英
*55 b1 八谷　一豊 連絡先不明
*55 t 小嶋　八郎 物故
*55 柴田　吉雄 連絡先不明
*55
*56 昭和31年
*56 植木　陽一郎 　
*56 江藤　俊信 　
*56 小川　裕助 　
*56 鬼木　虎彦 　
*56 甲斐田　益雄 連絡先不明
*56 黒杭　浜大 　
*56 中村　　勉 　
*56 鍋島　達明 連絡先不明
*56 福井　　勲 　
*56 舩越　修策 物故
*56 松本　  寛 連絡先不明
*56 山崎　恒邇 物故
*56
*57 昭和32年卒業（57）
*57 阿部　昌弘 　
*57 尾崎　弘康 物故
*57 加瀬　　巌 　
*57 指揮 志渡澤　亨 　
*57 杉山　　茂 物故



*57 鶴　　喜廣 　
*57 徳永　弘道 　
*57 日高　与一郎 　
*57 藤田　英彦 　
*57 堀　　和義 -------- 三木　和義
*57 古川　暢朗 　
*57 三木　和義 　
*57 矢野　文二 連絡先不明
*57 横尾　和夫 物故
*57 戸上　信義 連絡先不明
*57 福井　和博 　
*57
*58 昭和33年卒業（58）
*58 岩崎　準治 物故
*58 大石　　宏 　
*58 河津　健次郎 物故
*58 幸田　秀一 物故
*58 古賀　弘史 　
*58 志水　　弘 連絡先不明
*58 多伊良　皓司 物故
*58 高須　孝和 　
*58 竹下　明延 物故
*58 野口　秀樹 　
*58 坂東　忠男
*58 福井　和博（寛） -------- 57期へ
*58 松本　　亮 　
*58 本永　哲也 物故
*58 森口　完爾 　
*58
*59 昭和34年卒業（59）
*59 大隈　文一 　
*59 大平　春海 　
*59 香月　　哲 　
*59 佐藤　敬一 連絡先不明
*59 下村　武俊 　
*59 高木　正志 　

*59 中村　大三郎 -------- 平田　大三郎

*59 西村　和徳 　
*59 野辺　和馬 　
*59 馬頭　経明 　
*59 平田　大三郎 　
*59 古屋　弘光 　
*59 松枝　康匡 　
*59 横山　一夫 連絡先不明
*59 八尋　一雄 　
*59
*60 昭和35年卒業（60）
*60 荒木　誠吾 連絡先不明
*60 越智　秀人 　
*60 北原　敏夫 物故
*60 小杉　　次 　
*60 杉山　博一 物故
*60 堤　　悟教 　
*60 波多江　忠 物故
*60 松本　　亮 -------- 58期へ
*60 山口　弘史 　
*60
*61 昭和36年卒業（61）
*61 伊藤　正義 　
*61 太田　秀男 -------- 三原　秀男
*61 河合　厚宣 物故
*61 岸川　　均 物故
*61 北島　匡朗 　



*61 木村　士岐雄 -------- 吉田　士岐雄

*61 柴田　　徹 連絡先不明
*61 檀浦　　豪 物故
*61 徳永　和彦 　
*61 中辻　浩一 　
*61 橋本　　脩 　
*61 福田　　豊 　
*61 三島　　洋 物故
*61 三原　秀雄 　
*61 吉田　士岐雄 連絡先不明
*61 和田　正義 　
*61
*62 昭和37年卒業（62）
*62 岩壁　　猛 -------- 森　　　猛
*62 阪井　俊文 　
*62 坂本　英昭 連絡先不明
*62 鈴鹿　石根 物故
*62 鈴木　　勸 　
*62 高宮　重行 　
*62 T2 辻　　俊彰 　
*62 B2 西　　弘光 　
*62 西田　悠治 物故
*62 T1 西山　繁政 　
*62 樋口　義尚 　
*62 樋口　武夫 　
*62 B2 森　　　猛 　
*62 安武　　勉 物故
*62
*63 昭和38年卒業（63）
*63 明石　哲也 　
*63 浦志　真寿基 　
*63 江渕　元彦 連絡先不明
*63 金子　尚宣 　
*63 河野　正海 　
*63 指揮 河野　正暉 　
*63 高崎　幸敏 　
*63 出口　幸一 　
*63 中尾　武史 　
*63 藤村　文彬 　
*63 宮地　正道 　
*63 村山　弘之 -------- 吉田　弘之
*63 矢野　達彦 　
*63 吉田　　剛 　
*63 吉田　　浩 　
*63 吉田　弘之 　
*63
*64 昭和39年卒業（64）
*64 粟野　寿泰 　
*64 飯田　国昭 　
*64 一柳　隆治 　
*64 井上　彰一 連絡先不明
*64 上村　　章 物故
*64 川上　敏和 　
*64 佐藤　大三郎 　
*64 佐藤　忠芳 　
*64 下田　　昭 　
*64 鈴木　圭輔 　
*64 高木　一宇 　
*64 野尻　良造 連絡先不明
*64 花圃　正芳 　
*64 松尾　敏和 -------- 川上　敏和
*64 本村　和義
*64 森山　　剛 　



*64 横山　建二 　
*64 吉川　文則 連絡先不明
*64 渡辺　　紘 　
*64 在籍1年未満 堤　壮一郎 物故
*64 蓮尾　勝右 　

*65 昭和40年卒業（65）
*65 石崎　紘一 　
*65 大町　修二 連絡先不明
*65 岡本　紀昭 　
*65 椛島　紘志 連絡先不明
*65 黒江　量二 　
*65 佐藤　宗一 　
*65 柴山　　育 　
*65 俵　晋作 連絡先不明
*65 中村　基樹 　
*65 羽多　英暉 連絡先不明
*65 波多野　勝彦 　
*65 日高　良公 　
*65 平塚　　皓 　
*65 星田　　恒 　
*65 増永　健二 連絡先不明
*65 毛利　正明 　
*65 山田　和清 　
*65
*66 昭和41年卒業（66）
*66 石川　和義 　
*66 T2 石橋　一幸 　
*66 喜多村　興 　
*66 久保　真人 　
*66 中溝　英智 物故
*66 中村　　稔 　
*66 夏秋　毅昭 　
*66 T1 西村　克俊 　
*66 　 野見山　征輝 連絡先不明
*66 　 土生　毅昭 -------- 夏秋　毅昭
*66 　 三島　正治 連絡先不明
*66 　 山口　博之 物故
*66 B2 山本　英一 　
*66 B1 吉開　紘幸 物故
*66 吉島　重樹 連絡先不明
*66
*67 昭和42年卒業（67）
*67 天本　　剛 　
*67 荒木　龍秀 　
*67 石原　　隆 連絡先不明
*67 井上　　茂 　
*67 井上　真二 連絡先不明
*67 井上　靖敬 　
*67 井上　好徳 　
*67 上野　善幸 　
*67 大久保　東 　
*67 加藤　治良 　
*67 古賀　　晄 　
*67 古賀　正義 物故
*67 鹿田　英生 　
*67 田尻　幸也 　
*67 中谷　真二 連絡先不明
*67 西島　　秀 物故
*67 樋口　睦朗 　
*67 村石　嘉道 　
*67 山口　陽助 　
*67 指揮 渡辺　哲也 物故
*67



*68 昭和43年卒業（68）
*68 T1 阿部　忠臣 　
*68 b2 岩永　　真 　
*68 t1 蒲島　　真 　
*68 b2 川口　喜義 　
*68 B1・指揮 川島　　清 　
*68 B2 河村　弘士 　
*68 B2 河野　正義 物故
*68 古賀　良一 連絡先不明
*68 t2 後藤　　光　 　
*68 B1 篠崎　詔二 　
*68 B2 竹森　雅章 物故
*68 t2 立石　智也 　
*68 b2 鶴原　　建 　
*68 T2 徳永　武雄 　
*68 T1 飛松　智明 　
*68 B1 長濱　正文 　
*68 b1 野路　和幹 　
*68 t2 橋谷　甚之助 　
*68 b2 畑井　繁孝 　
*68 T1 原田　久瑞 　
*68 T2 福田　　治 　
*68 t1 藤縄　佳久 　
*68 t2 松尾　吉弘 　
*68 t2 宮原　忠正 　
*68 B2 武藤　　新 　
*68
*69 昭和44年卒業（69）
*69 T2 石松　　茂 　
*69 B1 糸永　憲章 物故
*69 B2 井上　則行 物故
*69 T1,指揮 亀高　　浩 　
*69 B2 河浪　　本 連絡先不明
*69 B2 後藤　宗平 物故
*69 B2 小南　伸夫 物故
*69 B2 調　　真琴 　
*69 T1,指揮 田篭　洽二 　
*69 T2 中嶋　泰雄 　
*69 B1 中村　隼人 　
*69 T2 橋本　正朗 　
*69 　 馬場　英憲 　
*69 B1 平井　和彦 　
*69 T2 平塚　郁男 　
*69 T1 宮城　研二 　
*69 T2 宮崎　義和 　
*69 T1 本山　和文 　
*69 T2 森　　常洋（旧姓・小田） 物故
*69 B1 森　　博彦 　
*69 B1 柳川　　至 連絡先不明
*69 B2 八尋　憲二 　
*69 　 山下　敏幸 連絡先不明
*69 T1 山田　浩一 　
*69 B1 山田　智徳 　
*69 T2 山本　武裕 　
*69 T1 吉田　太格 　
*69 B2 和田　　章 　
*69 t1 中村　義隆 連絡先不明
*69 中村　美則 　
*69
*70 昭和45年卒業（70）
*70 T1 天村　倫人 　
*70 T1 伊藤　　肇 　
*70 T2 今野　哲郎 　
*70 B2 岩崎　寿一 物故



*70 B1 梅津　宏治 物故
*70 T2 國廣　克己 　
*70 T2 小佐井　博国 　
*70 B1 斉藤　昭憲 　
*70 B1・指揮 佐藤　棟也 　
*70 B1 島本　定昌 　
*70 B2 角　　正信 　
*70 T2 高川　弘幸 　
*70 T2 友池　正治 　
*70 T2 堀江　　孝 　
*70 B2 松尾　重治 　
*70 B1 松尾　淳郎 　
*70 T2 矢野　道郎 　
*70 T1 山元　一憲 　
*70 T1 脇園　紀生 連絡先不明
*70
*71 昭和46年卒業（71）
*71 b2 池田　健一 　
*71 b2 大村　春一 　
*71 T2 窪田　敏博 　
*71 T1 倉地　　進 　
*71 B2 源川　和正 　
*71 b2 小菅　亥三郎 　
*71 B1 小西　真二 　
*71 b2 斉藤　伸一 　
*71 T1 坂部　雅夫 　
*71 B1 里中　　健 　
*71 t2 島津　紀通 　
*71 t1 末広　信幸 　
*71 B2・指揮 谷口　俊治 　
*71 T1 飛松　富士夫 　
*71 T2 永末　良一 　
*71 T2 波左間　実 　
*71 t1 山下　純夫？ 連絡先不明
*71 B2 山下　博英 　
*71 t2 吉田　　彰 連絡先不明
*71
*72 昭和47年卒業（72）
*72 B2 中垣　　登 　
*72 B2 二宮　慶史 物故
*72 T2 馬場　洋一 　
*72 B1・指揮 林　　秀郷 　
*72 T1 山下　悦朗 　
*72
*73 昭和48年卒業（73）
*73 　 伊東　一英 連絡先不明
*73 B2 江中　宣夫 物故
*73 T1 大司　　真 　
*73 T1 太田　俊生 　
*73 B1 小田　哲生 物故
*73 B2 川崎　栄三 　
*73 B1 川添　敦由 　
*73 T2 菊竹　章剛 　
*73 T2 中川　正裕 連絡先不明
*73 B1 中嶋　恒生 　
*73 B1・指揮 中村　　潤 　
*73 T1 成尾　幸春 　
*73 T2 廣崎　公伸 　
*73 T1 福富　大助 連絡先不明
*73 B1 松永　　満 　
*73 T1 真名子　文男 　
*73 　 宮原　利文 連絡先不明
*73 B2 百衣　正典 物故
*73 T2 森山　秀夫 　



*73
*74 昭和49年卒業（74）
*74 一期崎　平 連絡先不明
*74 井手　輝実 　
*74 上田　恒男 連絡先不明
*74 ・指揮 梶原　博司 　
*74 堤　　和則 連絡先不明
*74 中島　良介 連絡先不明
*74 松尾　俊成 　
*74 三浦　孝幸 連絡先不明
*74
*75 昭和50年卒業（75）
*75 B1 大庭　美和 　
*75 B2 川上　継徳 　
*75 T2 霜村　元吾 　
*75 B1 首藤　　純 　
*75 T2 杉本　哲也 　
*75 T2 杉山　秀美 　
*75 T2 砥上　雅壽 　
*75 T1 豊田　　隆 　
*75 T1 西原　悦朗 　
*75 B1 樋口　一法 　
*75 B1 藤井　政重 　
*75 T1 山口　　聡 　
*75 T1 吉鹿　龍昭 　
*75
*76 昭和51年卒業（76）
*76 b1 朝山　澄彦 　
*76 t1 石松　民三 連絡先不明
*76 b2・指揮 完戸　真人 　
*76 t1 河野　耕二 連絡先不明
*76 t1 坂田　巳好 　
*76 b1・指揮 高嶋　裕二 　
*76 t1 田中　照文 　
*76 t2 棚橋　勝則 　
*76 t2 西之薗　直信 　
*76 b2 宮田　利一郎 　
*76
*77 昭和52年卒業（77）
*77 井上　昌則 -------- 原　　昌則
*77 B1 坂元　　公 　
*77 B2 土井　能暢 　
*77 B1・指揮 野中　浩一 　
*77 B1 原　　昌則 　
*77 B2 本間　保彦 連絡先不明
*77 T1 升田　伸二 　
*77 T2 若林　　正 連絡先不明
*77
*78 昭和53年卒業（78）
*78 B1 石野　義弘 　
*78 B1 江中　幸夫 　
*78 B2 島本　　直 　
*78 T1 堤　　広光 　
*78 T1・指揮 豊福　純生 　
*78 B2 橋本　　栄 連絡先不明
*78 T1 堀米　能文 　
*78 T2 宮山　倫明 　
*78 T2 村山　英治 連絡先不明
*78 T2 山口　智之 連絡先不明
*78 B1 山下　俊裕 　
*78 T2 横溝　和彦 　
*78
*79 昭和54年卒業（79）
*79 亀川　正則 　



*79 坂本　則夫 連絡先不明
*79 下田　知二 　
*79 布野　良明 　
*79 B1 宮越　健雄 連絡先不明
*79 ・指揮 宮原　継男 連絡先不明
*79 渡部　光晴 　
*79
*80 昭和55年卒業（80）
*80 B2 安達　次郎 　
*80 B2・指揮 磯貝　　豊 　
*80 B1 伊徳　　諭 　
*80 B2 岩崎　嘉範 　
*80 B1 奥平　　勉 連絡先不明
*80 B1 川田　　稔 　
*80 T1 木下　俊彦 　
*80 B2 朔　　正毅 　
*80 T2 白土　典文 　
*80 B1 谷野　　績 　
*80 T2 中村　信洋 　
*80 T1 吉村　龍彦 　
*80
*81 昭和56年卒業（81）
*81 T1 岡田　和夫 　
*81 加藤　　聡 連絡先不明
*81 川崎　正一 連絡先不明
*81 古賀　　章 連絡先不明
*81 白田　明博 連絡先不明
*81 武谷　昌次 連絡先不明
*81 竹林　謙一 連絡先不明
*81 友永　史朗 連絡先不明
*81 B2・指揮 中野　裕之 　
*81 野口　政行 　
*81 B2 野間　利博 　
*81 古野　正善 連絡先不明
*81 松岡　比呂史 　
*81 御厨　貞治 連絡先不明
*81 村上　和博 連絡先不明
*81
*82 昭和57年卒業（82）
*82 上島　一高 連絡先不明
*82 t2 上田　信孝 　
*82 t1 江口　也文 　
*82 b2 大中　　豊 　
*82 b2 鬼塚　　徹 連絡先不明
*82 b1・指揮 川原　好治 　
*82 b2 百済　公支 　
*82 児玉　篤明 連絡先不明
*82 b1 坂田　和英 　
*82 b2 佐々木　克巳 　
*82 副島　陽一郎 物故
*82 田中　幸太郎 連絡先不明
*82 t1 日高　　隆 連絡先不明
*82 t1 渡辺　秀樹 　
*82
*83 昭和58年卒業（83）
*83 t2・指揮 井手　敏彦 　
*83 b1 坂田　　浩 　
*83 t2 時枝　典生 　
*83 t1 中竹　茂美 　
*83 t2 永留　幸明 　
*83 t2 古谷　繁明 　
*83 b2 宮地　　純 　
*83 t1 本村　智章 　
*83



*84 昭和59年卒業（84）
*84 T2 池田　健二 　
*84 今村　隆徳 　
*84 江藤　雅則 　
*84 B1 小川　　格 　
*84 河野　丈則 連絡先不明
*84 B2 竹中　　望 　
*84 田辺　裕己 　
*84 T1・指揮 中川　義朗 　
*84 藤田　一男 連絡先不明
*84
*85 昭和60年卒業（85）
*85 b1 旭　　康弘 　
*85 t1 安倍　伸一 　
*85 b2 綾部　武利 　
*85 t2 池田　泰三 　
*85 b2 神塚　泰史 　
*85 t2 郡　　浩人 　
*85 t1 古賀　博英 　
*85 b2 古賀　勇治 連絡先不明
*85 b1 篠田　　理 　
*85 t2 田中　穂積 　
*85 t1 土谷　信男 物故
*85 b1 寺井　正典 　
*85 t1 富永　正志 連絡先不明
*85 t2・指揮 友納　靖史 　
*85 b1 橋本　卓磨 　
*85 b2 福田　誠司 　
*85 t2 藤木　義尚 　
*85 t1 松元　法彦 　
*85 b2 三瀬　堅次 　
*85 b1 三原　淳司 　
*85
*86 昭和61年卒業（86）
*86 b1 赤城　正晃 　
*86 t1 秋吉　英徳 連絡先不明
*86 t2 石井　俊明 　
*86 b2 一山　庸善 　
*86 t2・指揮 稲井　義人 　
*86 t1 井上　淳一 　
*86 b2 岡　　　潔 　
*86 b2 荻野　正幸 　
*86 b2 荻原　純一 　
*86 t2 古瀬　哲也 　
*86 t1 坂本　清貴 連絡先不明
*86 b1 四季　正次 　
*86 t1 島谷　知宏 連絡先不明
*86 b2 高田　浩志 　
*86 b1 藤　　　寿 　
*86 t1 中村　和己 　
*86 b2 藤本　伊久磨 　
*86 b1 二子石　和也 　
*86 b1 保家　大司 　
*86 t1 細井　俊宏 　
*86 b2 三輪　孝治 　
*86 t2 安川　和弘　 　
*86 b1 八尋　研二 　
*86 t2 山中　健史 　
*86 b1 山本　昌博 　
*86 t2 善積　裕明 連絡先不明
*86
*87 昭和62年卒業（87）
*87 b2 一ノ瀬　健二 　
*87 b1 市丸　智紀 連絡先不明



*87 b1 江田　秀史 　
*87 t2 太田　　智 　
*87 b2 大野　俊一 　
*87 t1 岡村　秀夫 　
*87 b1 金子　泰久 　
*87 t2 木下　満裕 連絡先不明
*87 b2 神代　経大 連絡先不明
*87 t2 倉光　晴夫 連絡先不明
*87 t1 坂口　裕治 　
*87 t1 杉安　祐一 連絡先不明
*87 t2 田中　賢司 　
*87 t1 道家　正昇 　
*87 b2 藤後　竜也 　
*87 t2 中嶋　恒雄 　
*87 t1 中野　克彦 　
*87 b2 新崎　史明 連絡先不明
*87 t1 羽野　和弘 　
*87 b1 日高　誠一郎 　
*87 b1 平野　雅彦 　
*87 b2 藤田　太朗 　
*87 b1 牧之瀬　雅明 　
*87 t1・指揮 村上　正道 　
*87 t2 村上　宗史 　
*87 t2 佐川　龍一 連絡先不明
*87
*88 昭和63年卒業（88）
*88 T1 伊東　伸也 　
*88 B2 大久保　近 　
*88 T2 大谷　文男 　
*88 B1 緒方　良英 　
*88 T1 鬼木　興一郎 　
*88 T1 甲斐　恵介 　
*88 B1 甲斐　竜治 　
*88 T1 樫田　尚郎 　
*88 B1 勝永　敏也 　
*88 B2 権藤　進一 連絡先不明
*88 B1 徳永　豊治 　
*88 B2 中島　敦雄 　
*88 　・指揮 中村　和人 　
*88 T1 浜田　直樹 連絡先不明
*88 T2 平島　広伸 　
*88 福山　哲雄 物故
*88 T1 藤島　　整 　
*88 T2 南　　敏男 連絡先不明
*88 森　　貞好 連絡先不明
*88
*89 平成元年卒業（89）
*89 b2 伊飼　康史 物故
*89 b1 牛嶋　　昭 　
*89 t2 川西　敏文 　
*89 t1 清田　真二 連絡先不明
*89 t2 香田　知己 　
*89 b1 古賀　　洋 連絡先不明
*89 t1 城　保之亮 　
*89 b1 鈴木　久志 連絡先不明
*89 t2 染川　康輔 連絡先不明
*89 t2 高津　伸一 物故
*89 t2 瀧田　  稔 　
*89 t1・指揮 徳永　正章 　
*89 t2 中山　誠一 連絡先不明
*89 b2 奈木野　治 　
*89 t2 野口　啓太郎 連絡先不明
*89 b2 野口　雅裕 　
*89 b2 馬場　一久 　



*89 t1 馬場　啓介 連絡先不明
*89 b1 日高　泰治 　
*89 b1 秀島　慎也 連絡先不明
*89 t2 藤野　慶一郎 　
*89 b2 御厨　一嘉 連絡先不明
*89 b2 邑本　真司 　
*89
*90 平成２年卒業（90）
*90 安藤　大祐 連絡先不明
*90 岩谷　郷磨 連絡先不明
*90 岡部　常道 連絡先不明
*90 岡部　康夫 連絡先不明
*90 嵩　　　豊 連絡先不明
*90 武末　竜久 連絡先不明
*90 傳　　喜臣 　
*90 T2 馬場　新二 　
*90 平島　周作 　
*90 藤川　裕介 連絡先不明
*90 真鍋　健一 連絡先不明
*90 t2 三宅　孝一 　
*90 森田　康弘 連絡先不明
*90 t2・指揮 山蔭　直樹 　
*90 山本　幸伸 　
*90 吉村　憲一 連絡先不明
*90 吉本　雅一 連絡先不明
*90
*91 平成３年卒業（91）
*91 安部　智昭 連絡先不明
*91 池田　幸助 連絡先不明
*91 井上　重己 -------- 福田　重己
*91 江頭　孝三 連絡先不明
*91 大庭　宏明 連絡先不明
*91 大山　隆宏 　
*91 角田　朋史 　
*91 小嶋　真一 連絡先不明
*91 B1 坂井　克英 　
*91 船場　直宏 　
*91 t2 田染　　勉 　
*91 ・指揮 田中　架扇 　
*91 田中　幸雄 連絡先不明
*91 田辺　太記 連絡先不明
*91 月成　重幸 連絡先不明
*91 角澤　淳行 連絡先不明
*91 中村　将治 連絡先不明
*91 T1 西田　正則 　
*91 原田　郁夫 　
*91 樋口　　洋 連絡先不明
*91 日高　　理 連絡先不明
*91 平野　祥司 連絡先不明
*91 福田　重己 連絡先不明
*91 宮崎　和善 　
*91 山本　賢二 　
*91
*92 平成４年卒業（92）
*92 T2・指揮 磯元　孝史 　
*92 T1 井筒　達夫 　
*92 T2 伊藤　暢章 連絡先不明
*92 B2 生方　一也 　
*92 B2 片渕　恵三 　
*92 B2 辛島　陽介 連絡先不明
*92 T1 北方　普幸 　
*92 B2 木村　直嗣 　
*92 B1 久保　　稔 連絡先不明
*92 T2 篠原　隆盛 　



*92 B2 杉岡　　勝 　
*92 B1 長谷　憲道 　
*92 T2 原　　裕一 　
*92 B1 廣瀬　公典 　
*92 T2 福島　龍則 　
*92 T1 藤尾　拓也 　
*92 B2 藤本　裕人 連絡先不明
*92 B1 本田　顕一郎 　
*92 B1 三木　博志 　
*92 T2 本村　　亮 　
*92 T1 森田　浩一 　
*92 B1 吉武　義明 　
*92 B2 吉原　淳一 連絡先不明
*92 B1 渡邊　哲朗 　
*92
*93 平成５年卒業（93）
*93 T1 石田　悦嗣 　
*93 T1・指揮 石丸　貴康 　
*93 T2 伊東　宗隆 　
*93 B1 岡本　幸男 　
*93 B1 奥園　修三 　
*93 T2 小田　泰資 　
*93 B1 下川　　桂 　
*93 T1 進藤　孝雄 　
*93 B2 杉山　信幸 連絡先不明
*93 T1 高瀬　康治 　
*93 T2 高田　　洋 連絡先不明
*93 B2 田村　祐一 連絡先不明
*93 T1 恒成　卓哉 連絡先不明
*93 T1 戸山　裕士 連絡先不明
*93 T1 長澤　幹也 連絡先不明
*93 T2 中村　彰則 　
*93 T2 長谷川　仁 連絡先不明
*93 B2 古川　忠彦 連絡先不明
*93 B1 渡辺　誠吾 連絡先不明
*93
*94 平成６年卒業（94）
*94 B2 石原　　円 　
*94 T2 梅崎　勝雅　 連絡先不明
*94 B1 浦野　典人 　
*94 B1 江頭　宏隆 　
*94 T1・指揮 大山　輝久 　
*94 T1 川越　洋二 連絡先不明
*94 B2 佐野　直人 　
*94 B1 柴田　信英 　
*94 T2 田町　大輔 　
*94 T2 徳永　栄三 連絡先不明
*94 B2 原田　竜也 　
*94 T2 藤田　和徳 連絡先不明
*94 T1 増崎　一茂 連絡先不明
*94 T1 松永　　俊 連絡先不明
*94 T1 向井　弘一 　
*94 B1 村田　　実 連絡先不明
*94 B2 森本　　宏 　
*94 B2 矢田　　健 　
*94 B1 山本　尚宏 連絡先不明
*94 T2 湯本　武志 物故
*94 T1 横田　啓明 連絡先不明
*94 T2 和合　泰志 連絡先不明
*94 B1 渡邊　利夫 連絡先不明
*94
*95 平成７年卒業（95）
*95 B1 麻生　一徹 　
*95 B1 飯尾　達哉 連絡先不明



*95 B1 池上　和弘 連絡先不明
*95 B2 内田　宇彦 　
*95 T1・指揮 内田　圭一 　
*95 T2 甲木　秀章 　
*95 B2 木村　茂喜 連絡先不明
*95 T1 佐藤　久晃 連絡先不明
*95 B1 杉田　俊雄 　
*95 B1 杉本　真也 連絡先不明
*95 T1 高原　勇治 　
*95 T2 田坂　久幸 　
*95 B2 田中　啓司 　
*95 B1 中本　芳正 連絡先不明
*95 B1 中山　健司 連絡先不明
*95 T2 福根　克博 　
*95 T1 諸熊　敏明 　
*95 B2 矢野　　浩 連絡先不明
*95 T2 山口　和也 　
*95 B2 渡辺　　健 　
*95
*96 平成８年卒業（96）
*96 B1 青井　康博 　
*96 T1・指揮 井上　康博 　
*96 B1 岩藤　大介 　
*96 T2 岩村　裕治 　
*96 B2 上田　浩二 連絡先不明
*96 B2 内村　浩三 　
*96 B1 梅崎　亘生 　
*96 T2 浦田　正史 連絡先不明
*96 B2 大内田康徳 　
*96 B1 沖本　圭司 連絡先不明
*96 B2 片桐　睦夫 連絡先不明
*96 B2 河合　正道 　
*96 T1 喜嶋　康治 　
*96 B2 清重　広樹 連絡先不明
*96 T1 日下部一徳 　
*96 B1 櫻井　和人 連絡先不明
*96 B1 須山　孝之 　
*96 B2 高田　浩光 　
*96 T2 都志見　磨 　
*96 B1 二井　利成 　
*96 T1 野田　誠一 　
*96 B1 橋口　貴俊 連絡先不明
*96 B2 橋本　英貴 　
*96 B2 濱　　智哉 連絡先不明
*96 T1 濱本　　浩 　
*96 T2 原　　康彦 　
*96 T1 前田　英彦 　
*96 T2 三戸　隆史 　
*96 T1 宮崎　義人 連絡先不明
*96 B2 宮本　秀樹 連絡先不明
*96 T2 森 　 隆史 　
*96 B1 山崎　淳司 　
*96 T2 山崎　俊文 　
*96
*97 平成９年卒業（97）
*97 B1 稲永　真人 　
*97 B1 加治　和人 　
*97 T1・指揮 嘉屋　崇之 　
*97 T2 坂本　卓也 　
*97 B2 重松　功二 　
*97 T2 清水　達也 　
*97 T2 副島　哲也 連絡先不明
*97 T2 筒井　俊行 　
*97 T2 堤　　　淳 連絡先不明



*97 B2 土井　宗三 　
*97 B2 鍋内　和博 　
*97 B2 野見山　宗貴 　
*97 T1 樋垣　政典 連絡先不明
*97 T1 堀　　憲文 連絡先不明
*97 B1 村田　和久 　
*97 B1 山田　正敏 　
*97
*98 平成10年卒業（98）
*98 B1 鹿子木　博一 連絡先不明
*98 T2 亀井　幹登 　
*98 T1 田岡　政晃 連絡先不明
*98 B2 高田　進也 　
*98 T1 津留　宏至 連絡先不明
*98 B1 樋口　貴敏 　
*98 T2 広門　和久 連絡先不明
*98 T2 深町　　豪 連絡先不明
*98 B2・指揮 宮田　王恵 　
*98 T1 村田　尚吾 　
*98
*99 平成11年卒業（99）
*99 B2 江口　真人 物故
*99 B2 大村　則之 　
*99 T2・指揮 小野　大介 　
*99 T2 木村　一輝 連絡先不明
*99 B2 小泉　　慶 　
*99 B1 高木　　勇 連絡先不明
*99 T2 竹井　康晃 連絡先不明
*99 B1 筒井　拓史 　
*99 B1 轟木　保弘 連絡先不明
*99 T2 富永　憲司 　
*99 B1 八谷　太朗 連絡先不明
*99 B2 広渡　将文 連絡先不明
*99 T1 藤本　朋広 　
*99 T1 三浦　史明 　
*99 B2 吉丸　紀道 　
*99 T1 和田　崇宏 連絡先不明
*99
2*00 平成12年卒業（00）
2*00 T1 荒木　規夫 　
2*00 B2 浦崎　晃浩 連絡先不明
2*00 T2 片岡　潤也 　
2*00 T2 清原　圭司 連絡先不明
2*00 B1 佐野　将史 　
2*00 B2 田中　豊 連絡先不明
2*00 B1 永本　貴志 　
2*00 T1 平田　雄嗣 連絡先不明
2*00 B2 三原　興一郎 　
2*00 T1・指揮 龍　　毅 　
2*00
2*01 平成13年卒業（01）
2*01 B2 礒村　康行 　
2*01 T1 坂谷　裕馬 　
2*01 T2 中山　敬二 　
2*01 T2 中尾　隆宏 連絡先不明
2*01 B1 仁木　賢則 　
2*01 T1・指揮 田中　秀人 　
2*01 B2 梅田　義和 　
2*01 T2 米澤　孝志 　
2*01 B1 諸岡　正芳 連絡先不明
2*01
2*02 平成14年卒業（02）
2*02 B2 野々下　陽一 　
2*02 廣岡　誠治 連絡先不明



2*02 B1・指揮 下川　慎二 　
2*02
2*03 平成15年卒業（03）
2*03 T1 永田　哲也 　
2*03 黒田　　宏 　
2*03 B2 杉谷　大輔 　
2*03 ・指揮 秋山将太郎
2*03
2*04 平成16年卒業（04）
2*04 T1 田嶋　裕樹 　
2*04 T2 青柳　紀史 連絡先不明
2*04 B1・指揮 野口　龍太郎 　
2*04
2*05 平成17年卒業（05）
2*05 T1 遠藤　英城 　
2*05 B2・指揮 今川　晋介 連絡先不明
2*05 T1 橋本　明泰 連絡先不明
2*05
2*06 平成18年卒業（06）
2*06 T2 井上　貴喜 連絡先不明
2*06 T2 石田　智也 連絡先不明
2*06 B1 狩生　孝之 連絡先不明
2*06 B2 本田　　悠 連絡先不明
2*06
2*07 平成19年卒業（07）
2*07 T2 内之倉　博 連絡先不明
2*07 B1 古賀　遼平 連絡先不明
2*07 B1 月形　亮太 連絡先不明
2*07
2*08 平成20年卒業（08）
2*08
2*09 平成21年卒業（09）
2*09 T1 石井　浩徳 連絡先不明
2*09
2*10 平成22年卒業（10）
2*10
2*11 平成23年卒業（11）
2*11 B2,T2 山崎　竜太郎 連絡先不明
2*11
2*12 平成24年卒業（12）
2*12 T2 青木　健太朗 連絡先不明
2*12 B1 綾部　匠馬 連絡先不明
2*12 T1 三澤　一勲 連絡先不明
2*12 連絡先不明
2*12
2*13 平成25年卒業（13）
2*13 連絡先不明
2*13 連絡先不明
2*13
2*14 平成26年卒業（14）
2*14 連絡先不明
2*14 T1 鯉川　弥寿良 連絡先不明
2*14 B2 田島　　亘 連絡先不明
2*14
2*15 平成27年卒業（14）
2*15 T2 中島　秀治 連絡先不明
2*15 T2 福地　浩貴 連絡先不明
2*15 B1 菊地　慎也 連絡先不明
2*15 B2 恒松　竜太朗 連絡先不明
2*15
2*16 平成28年卒業（14）
2*16 T1 荒川　修太郎
2*16 B2 田尻　尚紀
2*16 T1 南　　陽介



2*16 B1 殿崎　裕樹

平成27年3月

#REF!

*64 蓮尾　勝右
*67 井上　　茂


