
　　　　　平成２１年度　近畿双松会　総会・懇親会　出席者名簿
No: 卒業期 卒業年　　　氏名 旧姓 No: 卒業期 卒業年　　　氏名 旧姓

ご来賓 46 北１（高１３） Ｓ３７ 桑原 洋史
1 双松会会長 庄司 肇 47 北１（高１３） Ｓ３７ 高本 薫
高１１ 48 北１（高１３） Ｓ３７ 並河 紘一
2 双松会幹事長 金平 憲 ゲスト
北４（高１６） 49 北１（高１３） Ｓ３７ 奈良井 重則
3 松江北高教頭 永瀬 嘉之 会員
4 松江北高教諭 松田 龍志 50 北１（高１３） Ｓ３７ 持田 勲
北９（高２１） （双松会校内副幹事長） 51 北１（高１３） Ｓ３７ 山下 倶子 今井

会員 52 北１（高１３） Ｓ３７ 水田 昭子 大村

5 中６３ Ｓ１８ 肥塚 隆正 53 北１（高１３） Ｓ３７ 藤田 トク子 小笹

6 中６８ Ｓ２３ 青戸 元也 54 北２（高１４） Ｓ３８ 内田 一三夫
7 中６８ Ｓ２３ 荒銀 昌治 55 北２（高１４） Ｓ３８ 三好 洋二
8 高１ Ｓ２５ 伊藤 雅義 56 北２（高１４） Ｓ３８ 三島 幸子
9 高１ Ｓ２５ 苅田 運三郎 57 北３（高１５） Ｓ３９ 金坂 喜好
10 高１ Ｓ２５ 和田 亮介 木幡 58 北３（高１５） Ｓ３９ 佐藤 修介
11 高２ Ｓ２６ 金坂 喜夫 59 北３（高１５） Ｓ３９ 安達 昌代 上田

12 高２ Ｓ２６ 竹森 英二 國田 60 北４（高１６） Ｓ４０ 梅木 隆志
13 高２ Ｓ２６ 千葉 新一 61 北４（高１６） Ｓ４０ 土田 和男
14 高５ Ｓ２９ 春日 敏邦 62 北４（高１６） Ｓ４０ 松本 耕司
15 高５ Ｓ２９ 島田 寿夫 63 北４（高１６） Ｓ４０ 三成 宏二
16 高５ Ｓ２９ 松吉 孝明 64 北４（高１６） Ｓ４０ 三吉 孜
17 高５ Ｓ２９ 山田 稔 65 北４（高１６） Ｓ４０ 森藤 哲章
18 高５ Ｓ２９ 篠田 恵美子 玉木 66 北４（高１６） Ｓ４０ 山田 敬子 矢壁

19 高６ Ｓ３０ 田村 稔久 67 北５（高１７） Ｓ４１ 山根 律郎
20 高７ Ｓ３１ 青戸 俊夫 68 北７（高１９） Ｓ４３ 岩田 一志
21 高７ Ｓ３１ 廣政 俶彦 69 北７（高１９） Ｓ４３ 池田 喜美代 川原

22 高７ Ｓ３１ 山本 雅昭 70 北８（高２０） Ｓ４４ 渡辺 悟
23 高８ Ｓ３２ 山崎 杲 71 北８（高２０） Ｓ４４ 三好 資子 恩田

24 高９ Ｓ３３ 宗 智海 72 北８（高２０） Ｓ４４ 物種 慶子 北脇

25 高９ Ｓ３３ 真野 透 73 北１０（高２２） Ｓ４６ 村田 貢
26 高９ Ｓ３３ 安原 正樹 74 北１１（高２３） Ｓ４７ 朝比奈 博則
27 高９ Ｓ３３ 佐々木 悦子 岡部 75 北１１（高２３） Ｓ４７ 近藤 文雄
28 高９ Ｓ３３ 木村 八重子 木山 76 北１１（高２３） Ｓ４７ 松本 潤
29 高９ Ｓ３３ 清水 良子 松尾 77 北１１（高２３） Ｓ４７ 森脇 泰雄
30 高９ Ｓ３３ 佐藤 早智子 松村 78 北１１（高２３） Ｓ４７ 橘 千里 小倉

31 高１０ Ｓ３４ 石倉 末広 79 北１１（高２３） Ｓ４７ 松本 幸子
32 高１０ Ｓ３４ 面白 紘 80 北１１（高２３） Ｓ４７ 大島 厚子 三浦

33 高１０ Ｓ３４ 佐藤 菁治 81 北１５（高２７） Ｓ５１ 竹内 博子 門脇

34 高１０ Ｓ３４ 佐和田 丸 82 北１５（高２７） Ｓ５１ 木田 京子 能海

35 高１０ Ｓ３４ 松谷 純子 塩谷 83 北１７（高２９） Ｓ５３ 石橋 敏幸
36 高１１ Ｓ３５ 新谷 勇人 84 北１７（高２９） Ｓ５３ 達山 暢
37 高１１ Ｓ３５ 小久江 良雄 85 北１７（高２９） Ｓ５３ 野津 さとみ
38 高１１ Ｓ３５ 押田 良樹 86 北１７（高２９） Ｓ５３ 浜野 則子 田中

39 高１１ Ｓ３５ 田中 一男 87 北１７（高２９） Ｓ５３ 廣瀬 弘美 藤原

40 高１１ Ｓ３５ 寺戸 秀明 88 北１８（高３０） Ｓ５４ 杉原 伸治
41 高１１ Ｓ３５ 畑田 稔 89 北１９（高３１） Ｓ５５ 宍道 弘志
42 高１１ Ｓ３５ 村尾 俊治 90 北２０（高３２） Ｓ５６ 浅沼 吉正
43 高１１ Ｓ３５ 吉野 勝美 91 北２０（高３２） Ｓ５６ 木村 滋樹
44 高１１ Ｓ３５ 鈴木 洋子 武川 92 北２３（高３５） Ｓ５９ 富岡 幸子 三和

45 高１２ Ｓ３６ 萩野 貫悟 筒井 93 北３１（高４３） Ｈ４ 山根 康洋
学生ゲスト
94 北４８（高６０） Ｈ２１ 石橋 和代


