
■平成24年度 (26名)
武夫原会 上 田 憲 幸 様
武夫原会 椛 島 武 雄 様
武夫原会 川 添 正 實 様
武夫原会 九 鬼 義 英 様
武夫原会 永 徳   明 様
武夫原会 谷   正 道 様
武夫原会 森   正 臣 様
教育学部同窓会 中 村 青 史 様
理学部同窓会 今 江 正 知 様
薬学部同窓会 高 野 瑞 代 様
薬学部同窓会 西 川 浩 平 様
薬学部同窓会 山 西 嘉 晴 様
工業会 有 馬 直 和 様
工業会 飯 田   宏 様
工業会 池 田 直 明 様
工業会 石 崎 昻 之 様
工業会 斉 藤 堅 固 様
工業会 佐 藤 一 男 様
工業会 田 中 英 保 様
工業会 西 田 治 義 様
工業会 橋 口 輝 英 様
工業会 春 口 勝 幸 様
保健学科同窓会 尾 山 タカ子 様
保健学科同窓会 熊 谷 エツ子 様
保健学科同窓会 城   慶 子 様
保健学科同窓会 洞田貫 誠 志 様

■平成25年度(28名)
武夫原会 出 井   昇 様
武夫原会 城 戸   勉 様
武夫原会 木ノ原 長 矩 様
武夫原会 星 永 文 夫 様
武夫原会 村 上 健太郎 様
教育学部同窓会 永 井 隆 一 様
教育学部同窓会 荒 木 健 一 様
教育学部同窓会 山 内 典 博 様
教育学部同窓会 上 田 祐 規 様
理学部同窓会 桑 野 幸 徳 様
薬学部同窓会 田 代   昭 様
薬学部同窓会 中 武 成 信 様
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工業会 青 山 次 則 様
工業会 稲 田   博 様
工業会 岩 永 研 一 様
工業会 木 庭 令 一 様
工業会 小 松 通 郎 様
工業会 佐 藤 春 郎 様
工業会 富 家 和 男 様
工業会 富 永 雄 吉 様
工業会 久 野 誠 一 様
工業会 松 田 猛 夫 様
工業会 溝 田 武 人 様
保健学科同窓会 嶋 田 ラク子 様
保健学科同窓会 田 中 紀美子 様
保健学科同窓会 田 中 シゲ子 様
保健学科同窓会 東 田 善 治 様
保健学科同窓会 武 藤   勝 様

■平成26年度(24名)
武夫原会 江 口 城 生 様
武夫原会 田 尻 弘 明 様
武夫原会 森   弘 昭 様
武夫原会 安 田 公 寛 様
教育学部同窓会 梅 木 節 男 様
教育学部同窓会 規工川 佑 輔 様
理学部同窓会 今 村 遼 平 様
理学部同窓会 出 口 俊 雄 様
薬学部同窓会 赤 池 紀 生 様
薬学部同窓会 岡 部   進 様
薬学部同窓会 髙 田 敬 之 様
薬学部同窓会 中 野 栄 二 様
薬学部同窓会 古 庄 旨 子 様
工業会 江 頭 利 明 様
工業会 小 籏 健 二 様
工業会 白 倉 三 德 様
工業会 田 中 泰 成 様
工業会 馬 場 順 造 様
工業会 藤 井 博 行 様
工業会 牧 田   実 様
保健学科同窓会 髙 宗 和 子 様
保健学科同窓会 戸 坂 雅 一 様
保健学科同窓会 宮 里 邦 子 様
保健学科同窓会 守 部 伸 幸 様

■平成27年度(25名)
武夫原会 樫 村 武 子 様



武夫原会 菊 川 勝 行 様
武夫原会 久 野 啓 介 様
武夫原会 宮 原 利 弘 様
教育学部同窓会 井 上   保 様
教育学部同窓会 岡   徹 平 様
教育学部同窓会 日 吉 フミコ 様
教育学部同窓会 米 村 靜 孝 様
理学部同窓会 紙 谷 正 夫 様
薬学部同窓会 池 田 経 子 様
薬学部同窓会 久保田 和 彦 様
薬学部同窓会 西   玲 子 様
薬学部同窓会 等   泰 三 様
薬学部同窓会 山 本 郁 男 様
工業会 上 原 好 人 様
工業会 延壽寺 信 之 様
工業会 島 田 廉 夫 様
工業会 下 津 昌 司 様
工業会 辻   長 英 様
工業会 Nalan   Kabay    様
工業会 西 山 多加志 様
工業会 波多野 和 明 様
保健学科同窓会 平 田 幸 徳 様
保健学科同窓会 松 本 ヤヨイ 様
保健学科同窓会 宮 﨑 寛 子 様

■平成28年度(19名)
武夫原会 柏 尾 誠 之 様
武夫原会 金 栗   稔 様
武夫原会 國 津 英 愛 様
武夫原会 佐々木 興 三 様
武夫原会 高 島 忠 平 様
教育学部同窓会 赤 星 スミ子 様
教育学部同窓会 森 山 秀 吉 様
教育学部同窓会 吉 住 和 郎 様
理学部同窓会 佐々本 一 美 様
熊杏会 林   秀 男 様
薬学部同窓会 小 橋 一 朗 様
薬学部同窓会 芹 川 光 行 様
工業会 久留須   誠 様
工業会 坂 田 邦 弘 様
工業会 重 松   崇 様
工業会 長谷部 朔 郎 様
工業会 藤 芳 素 生 様
保健学科同窓会 内 布 敦 子 様
保健学科同窓会 木 村 眞知子 様



■平成29年度(19名)
武夫原会 東 矢 中 允 様
武夫原会 矢 野 大 輔 様
武夫原会 吉 本 英 俊 様
教育学部同窓会 坂 田   燦 様
理学部同窓会 大 貝 聖 子 様
理学部同窓会 藤 木 素 士 様
熊杏会 北 野 邦 俊 様
薬学部同窓会 北 村 元 隆 様
薬学部同窓会 清 藤 成 二 様
薬学部同窓会 吉 住 完 治 様
工業会 板 井 亨 介 様
工業会 蔵 原 克 治 様
工業会 興 梠 康 蔵 様
工業会 西 岡 正 雄 様
工業会 山 田 康 夫 様
工業会 大 和 次 夫 様
工業会 渡 辺 浩 志 様
保健学科同窓会 齊 藤   忍 様
保健学科同窓会 杉 内 博 幸 様

■平成30年度(20名)
武夫原会 新 屋 一 雄 様
武夫原会 谷 井 博 美 様
武夫原会 橋 本 春 男 様
武夫原会 本 島 昭 男 様
教育学部同窓会 園 村 昌 弘 様
教育学部同窓会 土 山 末 人 様
教育学部同窓会 渡 邉 一 德 様
理学部同窓会 入 江 照 雄 様
理学部同窓会 長 谷 義 隆 様
熊杏会 宮 川 太 平 様
薬学部同窓会 國 府   團 様
薬学部同窓会 藤 原 良 春 様
薬学部同窓会 吉 川 ひろみ 様
工業会 末 永 幸 紘 様
工業会 西 本   晋 様
工業会 山 内   稔 様
工業会 吉 田 哲 雄 様
保健学科同窓会 植 川 利 之 様
保健学科同窓会 本   尚 美 様
保健学科同窓会 安 田 セツ子 様


