
平成23年度総会・懇親会　参加者名簿

佐々木 弘 元教員 野口　徹 S50 大河内 博 H01

茂呂 瑞生 元教員 岡　孝夫 S50 村田　克 H01

森田 信男 教員 杉山 辰雄 S50 丹野 秀昭 H02

不破 章雄 教員 香村 一夫 S51 西　将利 H02

斎藤　章 教員 小林　浩 S51 伊貝 美穂 H02

横田 太郎 S22 内田 悦生 S52 加藤 彰子 H04

坂上 欣男 S22 匂坂 正幸 S52 宮下 真哲 H04

高田　晃 S22 櫻井 錠司 S52 小出 朋子 H04

櫻井 文次郎 S26 福岡 洋一 S52 久保田 裕 H05

芝端 陽太郎 S28 一木　修 S53 坂本　大 H05

岩崎　孝 S28 栗原 正典 S53 細貝 英伸 H06

小島　斉 S30 神谷 夏実 S53 野田 英夫 H06

奥山 凡夫 S30 浅尾 達士 S54 平沢 真也 H06

宮井　章 S32 末永 裕一 S54 工藤 修一 H07

麻生 和夫 S32 原　宏 S54 菊池 温紀 H09

掛川 周男 S33 大和田 秀二 S54 千葉 敏博 H09

加藤 栄一 S33 馬場　滋 S54 林　浩志 H09

杉浦 英明 S36 岡野 正之 S54 大竹 秀喜 H09

西山 祐治 S37 前川 統一郎 S54 野口 貴也 H10

毎熊 輝記 S38 斉藤 泰秀 S54 山本 茂太 H10

五十石　清 S38 山﨑 治郎 S55 所　千晴 H10

山崎 之典 S40 國吉 信行 S55 嘉指　学 H10

村松 賢三郎 S41 新井　純 S56 荒井 宏明 H11

宮本 佳洋 S41 富永 佳晃 S56 中村 憲司 H11

早田 守廣 S42 武田 雅之 S56 黒川 和成 H12

村田 逞詮 S42 須藤 照久 S57 二瓶 智也 H12

西田 道夫 S43 川崎 秀憲 S57 西村 威彦 H13

斎藤 裕司 S43 杉山 好隆 S58 清徳 省雄 H14

坂本 荘太郎 S43 小鷹 啓章 S59 堀　邦絋 H14

網倉　昭 S44 中杉 厚史 S59 織田 竜輔 H15

緑川　宏 S44 川上　智 S59 藤原 友里 H17

堀内　靖 S44 中野 博司 S59 坂口 優子 H17

岡崎 憲明 S45 山崎 淳司 S59 陣内 康生 H17

徳植 桂治 S45 東　晋吾 S60 藤原 直太 H18

名古屋 俊士 S46 平野 敦彦 S60 武田 泰典 H18

鈴木　済 S46 安藤　徹 S62 加藤 学民 H19

中村 正博 S46 儀満 雅隆 S62 浦辺 丈寛 H20

原　雄 S46 久保 知裕 S63 下川 倫史 H20

福島 晴夫 S48 村田 麻里子 S63 佐川 龍郎 H21

谷口 典孝 S49 内藤 雅元 S63 古賀 千賀子 H21

設楽 昌博 S49 竹下 聡一郎　 S63 鈴木 亮太 H22

高杉 真司 S49 中川 隆之 S63

伊藤 和男 S49
篠原 正都 S49  

会員 123 名 元教員等 5 名 合計 128 名 （大学院生は含まず） 

欠席者（斜体）9 名 


