
来賓他 7 西原 和美 簗取 和紘 中島 健治 江上 寛二 檜垣 御盾 田中 真弓 高山 十九春（教職）

3 樋口 忠治 町田 健 名和 長泰

1

2 5 石橋 義昭 樋口 忠治 森 康 津田 頴彦 椛島 諭 山﨑 祐信  

3 6 富田 英壽 田中 正志 田中 宏 大場 清隆 森 健 安恒 好太郎

10 池辺 教昭 中村 和正 石橋 達美 内田 朋道 内野 順雄 合原 正二 野田 幸作 東原 博幸 日野 俊二 丸林 茂夫

2 森山 喬介 麻上 俊泰

5

6 7 小吹 学 小澤 孝嘉 田中 浩雄 福本 晃雄 佐々木 伸昌 田中 賢一 野田 尚一

7 5 柿原 大督 鶴 史雄 中島 正美 平島 忠亮 山口 仁

8 9 渡辺 望稔 井手 和英 橋本 美和 林 俊一 林 兼吉 中村 晃 内田 甚寿 近藤 豊 森山 日出夫

9 5 田中 経一 田中 啓二 田中 至 城戸 英喜 永野 盛文

10 3 井上 琢雄 中島 正利 原田 士郎

11

12 6 大塚 哲也 野村 和毅 池松 勢三郎 西田 正記 福田 和人 白井 堯

13 10 一瀬 徹夫 荒尾 清 長谷川 房生 香田 徹 田島 道孔 草野 圭次 小林 清市 小江 俊行 宮本 祐一 松尾 新一郎

14 5 泉 裕之 大藪 誠也 松田 治 上村 修一 堀内 昇

15 4 古澤 正敏 伯川 志郎 福井 英二 梅野 高司

16 1 近藤 治幸

17 6 武田 由照 三根 茂 福山 明 伊藤 嘉晃 高田 俊勝 赤司 務

18 5 宮本 博幸 後藤 英一 村岡 和彦 上野 賢二 平川 辰男

10 横山 晴明 高橋 友作 天本 敬吾 小田 恵介 山口 浩生 宮原 研一 久保 秀雄 金沢 文高 中島 賢治 今田 忠則

2 木下 壽彦 末永 寛

20 2 武藤 邦弘 田中 利美

21 9 小島 英二 池田 延良 百武 信隆 福原 光明 原口 和幸 栗木 康幸 高島 光 一ノ瀬 元史 砂場 泰浩

10 矢原 哲也 岸 哲司 松雪 恵津男 簑原 聡 前田 秀一 濱口 欣也 三角 孝幸 古賀 稔啓 江藤 文彦 坂井 良治

3 古田 司 中垣 満政 品川 裕利

23 2 江藤 宏 古賀 善彦 町田 健

24 6 松崎 英人 片山 斉二 小鶴 章人 高森 真三 山崎 恭司 下川 敏弘

25 4 黒田 健介 山口 佳秀 島添 隆雄 豊福 士文

10 牛嶋 啓二 内田 裕之 黒瀬 憲雄 渡辺 作治 実藤 光二郎 木下 哲也 鬼木 隆夫 新里 祐一 東 秀史 村石 昭彦

1 中村 年孝

27 3 佐々木 郁夫 古川 幸稔 中村 和徳

10 岡村 和彦 江頭 修作 朱雀 公道 江崎 俊介 野田 武志 飯田 武史 原岡 誠司 熊抱 一郎 川原 義弘 國武 恵明 

3 吉本 幸治 椎葉 裕 片山 邦弘

10 塚本 敦之 下尾 貴 成清  有示 利谷 幸治 松井 祐治 野田 英紀 山本 光 木下 宏太郎 田中 健一郎 本多 直人

10 岡 千利 田口 哲也 森 明彦 臼井 恵 田中 彰一 小塩 正己 平尾 淳一 奥田 和宏 大口 智文 古賀 丈晴

10 杉 敏彦 貝原 良太 稲益 守 梅野 克哉 箱嶋 雅敏 西村 克志 岡部 宏明 池田 辰彰 水城 恒隆 加藤 宏司

10 野口 雅治 猪飼 秀隆 吉田 憲一郎 田代 英樹 下田 和哉 吉積 司 濵武 諭 高田 徹 西川 聡一 池澤 誠

10 山下 宏之△ 渡邊 啓△ 守瀬 善一△ 安部 純史△ 西山 成寿△ 楠原 智彦△ 柳 文治 鶴田 浩▲ 比嘉 誠 角 隆幸

6 金子 博行 福泉 寛△ 大中 佳三 藤吉 博範 古賀 和徳 増田 徹

10 江頭 有朋 藤井 憲彦 佐藤 茂 梁井 信司 古村 尚 江崎 泰斗 田中 正哉 佐藤 智雄 祝部 幹雄 藤井 憲彦

10 田山 慶一郎 矢原 敏郎 古賀 光 東 登志夫 今永 建三 宮崎  薫 橋爪 健太郎 都築 克幸 尾籠 博光 本村 誠一

31 9 小林 元太 森田 昇 北島 誠也 竹下 政敏 橋詰 洋 秋山 仁孝 緑間 浩市 大村 和範 上田 洋輔

32 4 内山 修造 金子 智弘 藤田 武 安永 晋一郎

33 3 井本 浩樹 枝國 源一郎 本村 和也

34 2 秋本 丈司 永田 八栄

10 皆島 徹 船越 誠司 高尾野 健 渡邉 順一郎 武藤 充朗 本多 信雄 間瀬 英樹 服部 剛 吉浦 賢哉 今泉 裕登

1 水野 成久

36 1 堀 達也

37 0

38 1 柳 東次郎

39 9 境野 寛 時津 高俊  藤野 恭誠 井口 夏貴 大石 正信 田上 和宏 山﨑 穣 中村 健一 古賀 篤

40 1 岡 泰宏

41

42 1 中島 研

43

44

45

46 2 亀川 滋郎 緒方 諭

47 2 前田 貴博 石井 孝治

48 3 諸冨 圭輔 後藤 大輔 岡本 賢吾

49

50

51

52 1 甲木 正孝

53

54 1 橋本 智之

55 1 浜口 拓也

56

57

58 1 布花原 麻貴 

59

60 1 二宮 彬

61

62

63

64 1 中島 之乃

65

66 3 石橋 海渡 坂本 一馬 冨重 紀貴
67

298

35

30

回生

28

出席者数 ご出席登録者名

4

26

29

22

19


