
◆同窓会
青島 吉彦 加藤 嘉高 千石 靖 中田 潔

青山 保 紙尾 陽一 園部 和浩 中農 正樹

旭 康隆 亀塚 菜津子 髙井 哲也 長畑 一志

油野 良幸 軽海 和義 髙井 裕介 中丸 裕史

荒井 克 河合 勇志 髙倉 邦子 中本 寛

荒井 克史 川島 慎平 高野 裕樹 中本 伸明

荒木 友治 河島 隆人 髙橋 俊直 中山 勇一

飯田 佑介 神田 憲一 高松 利行 鍋谷 昌伸

飯山 節子 木越 清彦 高村 一郎 西坂 義徳

家常 儒子 岸 励 竹内 拓哉 西谷 次雄

井岡 克哉 北岡 浩光 竹川 拓也 西野 伸一

伊賀 清秀 北川 裕樹 武田 開成 西村 隆幸

五十嵐 千暁 北地 真理子 竹田 学 西村 司

池田 雄飛 木藤 万記子 武田 慎一 新田 武志

池端 周平 木林 佑香 竹多 信恵 野村 隆一

池端 満 日下 義明 竹中 大成 架谷 大

石井 聡 国坂 正弘 忠村 英司 橋田 晃宏

石田 法子 熊谷 重喜 田中 貴浩 蓮池 清

石原 信一 栗田 恵美子 田中 澄人 早川 英司

石村 篤子 黒柳 聡志 谷口 翔哉 林 秀浩

板本 葉子 香村 亨 谷口 美香 林 敏行

稲本 誠一 小杉 龍雄 長 和子 林 正樹

今川 節子 公下 渉 辻口 真美 林 勇三

岩下 信正 小村 一善 土屋 邦彦 原田 将史

岩脇 正和 小村 龍三 寺口 佳代子 飛木田 三和

上田 太郎 小室 外茂之 寺島 瑛子 飛木田 恵

卯木 研也 坂下 郁子 寺中 晴美 樋口 直久

浦川 雅宏 坂野 正信 寺西 美鈴 日野 勇輝

江川 成俊 坂本 健三 寺分 秀教 平木 勉

老子 綾香 佐々木 仁 問谷 元子 平嶋 涼子

大島 誠 澤 昌臣 富樫 早苗 平野 忠泰

太田 正紀 島倉 晴信 徳野 暁子 深沢 大

大西 哲明 島崎 一彦 百々 広 深見 正裕

大橋 薫 島田 弘 鳥居 茂 福田 優斗

岡田 美沙 浄光 信睦 直江 智宏 藤田 義

奥田 文子 新保 雅浩 永井 富三夫 藤田 秀俊

奥村 実樹 杉原 一誠 中川 邦子 堀 功

笠井 亜都子 杉森 陽介 中沢 恵美子 前川 洋子

梶谷 晋弘 鈴木 いづみ 中澤 良平 前田 外代美

堅田 外司昭 鈴木 大輔 長清 俊輝 前濱 亨一

勝木 和也 瀬嵐 春代 中田 恵理子 正橋 慎一

寄附者ご芳名 (五十音順・敬称略/2011.3.1～3.31受付け分)
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間瀬 博久 米谷 信明 粟生木 達也 坂下 和久

松井 千明 若杉 ゆり 青山 勝人 坂本 信二

松浦 弘明 若林 啓一 赤島 孝毅 酒谷 信嗣

松尾 邦彦 渡辺 栄子 安用寺 伯文 佐々木 剛

松尾 まゆみ 綿谷 由美枝 池 康宏 新保 利久

松田 誠治 池島 正明 杉田 康治

丸山 美紀子 ほか匿名55名 池野 明夫 杉山 準也

萬谷 智史 池端 広幸 助佐 信夫

水戸 啓太郎 石田 広行 関川 由美子

溝口 安治 伊藤 宏之 千 勝紀

道畑 博之 岩ヶ下 久司 滝沢 俊彦

南 喜代志 上田 章 竹内 尚人

宮腰 毅 上田 亨 竹谷 武義

宮島 千歌子 鵜飼 修司 田中 哲也

宮田 一男 打越 健一 田中 能成

宮野 健二郎 采女 喜夫 棚橋 博

深山 哲夫 越中谷 法昭 田辺 久芳

宮本 清仁 大釜 慎一 谷口 輝雅

宮本 匡 大蔵 康生 谷口 輝雅

村上 丈郎 大澤 勉 玉川 昌義

村上 利温 大田 詔造 辻 勇人

村上 麻衣 大友 佐俊 寺 良彦

村上 吉郎 大村 純代 寺岡 克広

森 順子 岡田 秀夫 寺下 源司

森田 嵩之 岡野 利恵 洞庭 龍造

八尾 登喜夫 鍛冶 栄一 戸田 智

谷内 芳夫 角 泰行 冨 光栄

山崎 啓司 加藤 綾一 永井 一郎

山崎 規子 金子 成麻 中井 義博

山作 嘉恵 加納 充裕 中尾 英明

山下 裕司 唐木 誠一 中敷 一也

山田 清治 北川 雅志 中西 登志夫

山田 要 熊野 善紀 中西 義之

山野 亮 小池田 義勝 中福 正樹

山本 一男 小林 和弘 中村 彰男

山本 徹 小藤 強 西 暢人

結城 幸治 小松 潤 西田 隆文

結城 英明 小山 雪絵 西野 彰宏

横山 鈴子 紺谷 仁 西野 満

吉田 知一 近藤 裕成 西元 修

吉本 紀隆 坂井 外喜男 西盛 俊彦

米沢 豊彦 境谷 衛 新田 博康
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野田 裕之 飯田 裕二 岩崎 郁子 石村 宇佐一

野村 裕一 梅村 光男 上村 恵子 稲置 美弥子

橋野 充宏 尾崎商事株式会社 鈴木 龍男 鍵主 覇郎

橋本 和寿宏 株式会社 オートモ 鶴來 光義 笹島 悦子

畑中 克生 株式会社 幸栄堂 瀬嵐 春代

東 進 株式会社 星稜プラザ 髙井 はるみ

東 弘枝 株式会社 園田装飾工業 瀧 美穂

平野 俊弥 川浦 幸光 田中 恵

藤澤 眞二 北野 房子 谷口 美香

藤田 尚聡 前川 憲文 谷中 優

舟波 寛満 松田 芳雄 谷村 昭雄

舟橋 英剛 松田 倫子 辻口 真美

本多 滋 宗守 德郎 中村 朱美

牧川 浩司 山口 道雄 濱田 智司

正橋 慎一 有限会社 橋本写真館 飛木田 恵

又木 一彦 福原 昌恵

松下 栄紀 ほか匿名3名 松尾 まゆみ

松田 豊久 松本 陽子

松田 浩美 村井 万寿夫

松長 照 山川 敦子

水嶋 敏明 米田 香里

溝田 正裕

三沖 幾久治 ほか匿名3名

蓑輪 紀子

宮田 功

宮村 尚

村上 友次

村木 敏浩

森 正次

山下 久

山下 秀樹

山田 和人

山村 修

山本 俊幸

山本 久雄

吉田 好俊

吉田 秀人

吉田 均

吉田 雅男

吉本 清

ほか匿名53名


