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来　賓

岩手奨学会 三田 義之

岩手高等学校元校長 池口 杜孝 出席者   来賓 6

岩手高等学校 村井 伸吾   旧制 1

岩手高等学校 中山 泰志   新制 40

石桜同窓会 小枝指 博   学生 3

㈱マイヤ 米谷 春夫     合  計 50

会  員（東京）

旧13回生 (昭和18年卒)　 　淵沢 良知 弓道 　

新9 回生 (昭和32年卒)　 　宇土澤 廣司 化学 ㈱三田商店東京支店

新9 回生 (昭和32年卒)　 ◎佐々木 英雄 野球ｱｲｽﾎｯｹｰ 　

新9 回生 (昭和32年卒)　 　府金 利廣 柔道 　

新9 回生 (昭和32年卒)　 ◎山﨑 信雄 　 　

新10回生 (昭和33年卒)　 ◎佐藤 勝久 新聞･水泳 　

新10回生 (昭和33年卒)　 ◎須貝 雅宏 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ㈱イーエムエス

新10回生 (昭和33年卒)　 　千葉 勝之 新聞ﾃﾆｽ弁論 千葉起工㈱

新12回生 (昭和35年卒)　 　小笠原 定則 　 日本医療㈱

新12回生 (昭和35年卒)　 　佐藤 忠男 　 ㈱ﾌﾟﾗｲﾑﾎｰﾑ

新12回生 (昭和35年卒)　 　瀬川   武 音楽ｸﾗﾌﾞ 国立音楽大学

新13回生 (昭和36年卒)　 ◎猪去   勉 　 　

新13回生 (昭和36年卒)　 　菅野   幸 山岳･JRC ﾌｼﾞﾐｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱

新13回生 (昭和36年卒)　 　菊地 輝之 卓球 　

新13回生 (昭和36年卒)　 　熊谷 義重 　 ㈱熊谷

新14回生 (昭和37年卒)　 　小島 征帆 化学 一般社団法人環境共創(ｲﾆｼｬﾁﾌﾞ)

新14回生 (昭和37年卒)　 ◎瀬川 徹夫 ﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄﾞ 城西国際大学客員教授

新14回生 (昭和37年卒)　 ◎矢澤 俊夫 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 　

新14回生 (昭和37年卒)　 ◎花舘 和衛 　 K・Kサポート

新16回生 (昭和39年卒)　 ◎笠原 一臣 柔道･水泳 笠原歯科医院

新18回生 (昭和41年卒)　 　藤倉 信夫 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 　

新18回生 (昭和41年卒)　 ◎八重嶋  守 　 　

新20回生 (昭和43年卒)　 　小原 政憲 ﾗｸﾞﾋﾞｰ応援 ㈱ﾋﾟｭｰｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

新20回生 (昭和43年卒)　 　高橋 雪夫 地学ｹｰﾋﾞﾝｸﾞ同好会(財)競馬共助会関東支部美浦診療所

新20回生 (昭和43年卒)　 　仲田 敏明 　 　

新21回生 (昭和44年卒)　 　小泉 邦義 化学部 　

新22回生 (昭和45年卒)　 　下舘    明 野球 大日本印刷㈱大利根工場

新22回生 (昭和45年卒)　 　藤原 文夫 ｱｲｽﾎｯｹｰ 　
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新22回生 (昭和45年卒)　 ◎和久 雅典 吹奏楽 明智株式投資研究所

新23回生 (昭和46年卒)　 ◎小山田 輝夫 柔道 　

新23回生 (昭和46年卒)　 　前関 邦明 野球 　

新23回生 (昭和46年卒)　 ◎三田地 成幸 ﾃﾆｽ化学 東京工科大学工学部電子工学科教授

新23回生 (昭和46年卒)　 　道下 照二 　 習志野市立第二中学校

新23回生 (昭和46年卒)　 ◎野中 康弘 　 自営業

新24回生 (昭和47年卒)　 　武田 範夫 　 産経新聞 編集ｾﾝﾀｰ企画部

新26回生 (昭和49年卒)　 ◎牧原 順一 ﾃﾆｽ ㈱ニッセイコム

新32回生 (昭和55年卒)　 ◎赤澤 敏樹 PFC 千葉県教育庁東葛飾教育事務所

新52回生 (平成12年卒)　 　鈴木 貴之 ﾃﾆｽ 　

新52回生 (平成12年卒)　 　長澤 興祐 ﾃﾆｽ 足立区議会議員(自由民主党)

新56回生 (平成16年卒)　 　竹浪 康弘 ﾃﾆｽ 椿本興業㈱（品川区)

新61回生 (平成21年卒)　 　上野　 駿 野球 ㈱三田商店東京支店

新64回生 (平成24年卒)　 　阿部 翔平 　 　

新64回生 (平成24年卒)　 　松平 健幸 　 　

新65回生 (平成25年卒)　 　西家 弘真 　 東洋大学

振込入金された方

◎印 10000 16 160000



名

〃

〃

〃

名

一般社団法人環境共創(ｲﾆｼｬﾁﾌﾞ)

(財)競馬共助会関東支部美浦診療所



東京工科大学工学部電子工学科教授

千葉県教育庁東葛飾教育事務所


