
津高東京同窓会総会(H25.5.25)出席者一覧

№ 学校名 卒年 名前 備考

1 招待者 昭３６ 飯田　俊司 本部同窓会会長

2 招待者 昭３４ 奥田　榮子 本部同窓会副会長

3 招待者 小野　芳孝 津高等学校校長

4 招待者 昭４５ 佐々木　とし子 本部同窓会事務局

5 招待者 昭４４ 中山　正隆 津高大阪同窓会

6 招待者 佐脇　功 恩師

7 招待者 昭４１ 和田　ひで子 恩師

8 三重桜 昭１１ 信藤　節子

9 陳川 昭１８ 北川　智一

10 陳川 昭２３ 安藤　進

11 津高 昭２８ 後藤　節夫

12 津高 昭３０ 小川　英雄

13 津高 昭３０ 谷口　武

14 津高 昭３０ 吉田　不二夫

15 津高 昭３２ 入江　央

16 津高 昭３２ 古田　晃

17 津高 昭３２ 村瀬　克行　

18 津高 昭３２ 山田　浩人

19 津高 昭３３ 中矢　弘明

20 津高 昭３３ 溝口　茂生

21 津高 昭３４ 黒田　佳代子

22 津高 昭３４ 堀川　幸夫

23 津高 昭３４ 町谷　直三

24 津高 昭３８ 飼鳥　誠一

25 津高 昭３８ 中川　優江

26 津高 昭３８ 中村　孝

27 津高 昭３８ 山路　輝久

28 津高 昭３８ 横山　重文

29 津高 昭３９ 小川　洋

30 津高 昭３９ 小泉　郁雄

31 津高 昭３９ 小渕　泰世

32 津高 昭３９ 坂本　行正

33 津高 昭３９ 西村　正克

34 津高 昭３９ 林　暁

35 津高 昭３９ 堀内　佐武郎

36 津高 昭３９ 松浦　修

37 津高 昭３９ 山下　尚武



38 津高 昭３９ 吉田　智代

39 津高 昭４０ 内田　浩二

40 津高 昭４０ 大森　福子

41 津高 昭４０ 佐々木　智

42 津高 昭４０ 静永　秀宏

43 津高 昭４０ 古市　菜穂子

44 津高 昭４０ 松本　収司

45 津高 昭４０ 宮村　智

46 津高 昭４０ 渡邊　智恵子

47 津高 昭４１ 稲垣　重範

48 津高 昭４１ 大島　康

49 津高 昭４１ 大西　光子

50 津高 昭４１ 岡　智和

51 津高 昭４１ 落合　敞

52 津高 昭４１ 小原　健

53 津高 昭４１ 小澤　恵美子

54 津高 昭４１ 小西　正美

55 津高 昭４１ 小林　裕子

56 津高 昭４１ 庄村　タマヨ

57 津高 昭４１ 庄山　晃

58 津高 昭４１ 村主　恵子

59 津高 昭４１ 高居　建二

60 津高 昭４１ 竹元　宏美

61 津高 昭４１ 田中　義之

62 津高 昭４１ 田村　正衛

63 津高 昭４１ 辻出　静二

64 津高 昭４１ 寺田　順一

65 津高 昭４１ 中根　孝夫

66 津高 昭４１ 中村　博子

67 津高 昭４１ 丸山　雅夫

68 津高 昭４１ 村田　節子

69 津高 昭４１ 山本　幹雄

70 津高 昭４１ 脇田　允夫

71 津高 昭４１ 分部　綱男

72 津高 昭４２ 佐藤　博

73 津高 昭４２ 藤田　泉

74 津高 昭４２ 船田　多賀子

75 津高 昭４２ 前迫　實

76 津高 昭４２ 美宅　茂樹



77 津高 昭４２ 渡瀬　悟

78 津高 昭４３ 小津　榮

79 津高 昭４３ 金丸　直明

80 津高 昭４３ 田村　知子

81 津高 昭４３ 柳沢　千明

82 津高 昭４４ 伊坂　正

83 津高 昭４５ 大熊　明美

84 津高 昭４５ 奥田　高秋

85 津高 昭４５ 奈良谷　弘

86 津高 昭４５ 水谷　まり

87 津高 昭４６ 稲葉　慶

88 津高 昭４６ 中村　久子

89 津高 昭４６ 藤田　隆正

90 津高 昭４６ 堀　博英

91 津高 昭４７ 島田　友子

92 津高 昭４９ 梅田　慶子

93 津高 昭４９ 河内　康

94 津高 昭４９ 川原田　豊治

95 津高 昭４９ 高井　郁子

96 津高 昭４９ 西村　修一

97 津高 昭４９ 吉田　万里子

98 津高 昭５０ 大手　ひとみ

99 津高 昭５１ 井上　久美

100 津高 昭５１ 清水　徹

101 津高 昭５１ 森田　和久

102 津高 昭５１ 渡辺　正道

103 津高 昭５２ 浅井　伸宏

104 津高 昭５２ 中津原　平美

105 津高 昭５２ 橋爪　吉博

106 津高 昭５２ 正岡　文人

107 津高 昭５２ 松田　憲明

108 津高 昭５３ 神谷　千歳

109 津高 昭５３ 神崎　正英

110 津高 昭５３ 北口　久乃

111 津高 昭５３ 北住　みどり

112 津高 昭５３ 倉岡　容子

113 津高 昭５３ 小柴　良介

114 津高 昭５３ 坂田　俊慶

115 津高 昭５３ 村主　英明



116 津高 昭５３ 武　行美

117 津高 昭５３ 田中　紀美子

118 津高 昭５３ 田中　さゆり

119 津高 昭５３ 田中　成幸

120 津高 昭５３ 富田　幸子

121 津高 昭５３ 中嶋　博功

122 津高 昭５３ 日置　俊哉

123 津高 昭５３ 福西　桂子

124 津高 昭５３ 前川　正文

125 津高 昭５３ 山下　忠彦

126 津高 昭５４ 青　雅裕

127 津高 昭５４ 尾関　智二

128 津高 昭５４ 藤波　晃

129 津高 昭５４ 諸戸　克房

130 津高 昭５４ 渡辺　喜久

131 津高 昭５５ 坂　信宏

132 津高 昭５５ 杉崎　毅

133 津高 昭５５ 松本　瑞穂

134 津高 昭５５ 吉川　慎二

135 津高 昭６０ 奥原　久範

136 津高 昭６０ 篠田　尚之

137 津高 昭６３ 瀧本　雅彦

138 津高 平０３ 稲森　信哉

139 津高 平１１ 竹田　佳史

140 津高 平１１ 西　信行

141 津高 平１８ 臼井　飛人

142 津高 平１８ 紀平　将史

143 津高 平２５ 伊藤　凌平

144 津高 平２５ 高城　晴美

145 津高 * 　*


