
2018. 8. 6.現在

1 2 蛭川 義髙 6 西尾 学 7 折戸 敏仁 13 若松卓郎 14 村松 陽子 15 安田 敬子
2 2003 伊藤 貴司 5001 伊藤 吉賢 6002 石川 雅啓 2001 阿部 博昭 5002 岩井 正太郎 6026 安田 誠
3 2004 伊藤 剛 5005 大橋 一智 6008 木全 光彰 2002 石原 浩司 6107 川合 雅子 7109 小竹 理恵
4 2005 岩田 和也 5007 久保田 法行 6012 渋谷 和明 2008 大橋 一彦 6113 田村 景子 8016 鷲見 正久
5 2016 櫻田 知也 5008 粂 望 6021 平野 創 2011 小谷 吉弘 7012 宗宮 隆浩 8027 若園 智守臣

6 2017 清水 義弘 5021 森 卓之 6023 森 洋亮 2012 児玉 昇司 8002 伊藤 泰彦 8102 大橋 里実
7 2021 武田 直也 5022 鷲尾 紀章 6024 安居 裕司 2018 高木 康樹 8121 村﨑 姓子 8113 田辺 留美
8 2024 西脇 雅宣 5108 高橋 千穂 6027 渡辺 一磨 2031 藤峰 卓也 10015 竹中 基弘 9014 高木 渉
9 2032 古田 博也 5111 野村 律子 6104 小川 恵美子 2034 細川 嘉一 10017 富田 真介 9123 吉田 和子
10 2035 水野 健一 5115 箕浦 直美 6116 中井 美令 2037 山田 良宣 11112 新藤 浩子 10021 西脇 俊成
11 5117 山崎 明子 6123 若原 里美 11113 高木 順子 11011 國枝 直樹

1 16 内藤 幸枝 17 山路　徹 1010 清水 知一 3003 稲垣 栄次 4011 高木 敦史 7002 浅野 丈
2 2022 西川 慎也 10001 石原 傳士 1012 鈴木 芳和 3005 内海 聖臣 4018 丸本 繁宏 7007 加納 良信
3 7006 大久保 充裕 10014 酒本 幸憲 1014 髙城 勝信 3006 衣斐 仁史 4020 村木 芳史 7011 坂井 啓之
4 9007 小坂 厚樹 10022 林 直人 1016 谷口 佳弘 3012 川本 伸洋 4102 伊藤 美佳子 7016 富松 彰利
5 9101 赤尾 佳美 10024 広瀬 清和 1017 立木 豊盛 3015 北村 智宏 4103 大西 裕子 7018 原 英士
6 9114 高田 幸代 10027 森 孝一 1018 戸田 匡正 3027 所 知一 4106 髙木 紀久子 7019 馬場 淳也
7 10020 長柄 宏武 10103 大橋 ゆかり 1028 保手浜 剛 3037 水谷 暢明 10009 倉地 宏幸 7021 平井 康太郎

8 10123 吉田 みどり 10104 小澤 真奈美 1039 吉川 博幸 11010 桐山 大輔 7026 山田 真一
9 11116 中田 真理 10105 河合 知枝 1040 吉田 知玄 11019 田中 裕介 7104 稲川 愛
10 11123 山田 由美 10106 木本 あゆみ 7107 河瀬 五花
11 10112 高橋 ゆみこ 7113 寺田 和代

1 6101 安藤 美佳 8101 伊藤 友紀 9010 近藤 芳範 10002 伊藤 勝也 11003 伊藤 孝弘
2 8013 清 正光 8112 瀧 薫子 9011 清水 健 10006 河村 賢治 11006 上田 充宏
3 8014 香田 哲之介 8114 所 美奈子 9016 高橋 史樹 10007 川本 貴宏 11007 岡田 昌也
4 8018 竹林 俊男 8122 森 静子 9026 目加田 和朗 10016 谷口 明 11009 川本 卓司
5 8019 土肥 義史 8124 吉川 蘭子 9027 米山 朋也 10026 松浦 教之 11101 伊藤 雅子
6 8022 牧村 潤一 8125 渡辺 麻紀 9103 伊藤 由香 10101 江崎 美穂 11109 窪田 有希子

7 8026 宮川 真一 9111 五井 智子 9104 臼井 美惠子 10102 大橋 知枝 11111 澤村 多栄
8 8107 川合 悦子 9115 高田 由紀 9105 大倉 道子 10114 田中 稚子 11114 高田 理江
9 8115 中井 征子 9124 渡辺 みさと 9116 土岐 寿美子 10115 中村 輝美 11115 勅使河原 真知

10 8116 長澤 佳奈 11106 勝野 裕美子 9117 中山 昌子 10119 森田 礼子 11121 山川 智子
11 8119 松岡 由紀子
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４３回生　同窓会　第二部　テーブル割り振り
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＊席は決まっておりますが、座る位置は各人で決めてください


