
福高寿禄会名簿-1
（2022.05.04現在)

同窓生一覧（2017.1.10修正版）

福高寿禄会名簿-１（2017.02.10現在） ブルー字　→ 住所不明 グリーン字→ ご逝去

相賀 　誠 東京都小金井市 岩崎 　明 愛知県江南市 川上 　清 福岡県福津市 坂田 賢一郎 福岡県糸島市 竹馬 　功
青木 壮治 福岡市中央区 因　 正則 川上 俊彦 福岡市早良区 坂本 　進 福岡市早良区 竹崎 秀資
青木 祐一郎 上田 正信 川口 　晃 福岡県糟屋郡 桜井 　徹 福岡県大野城市 竹田 範弘 横浜市港南区

青柳 泰治 福岡市中央区 上野 和義 川口 恭治 貞包 秀浩 東京都小金井市 竹田 浩和
赤石 正夫 牛房 勝弘 東京都府中市 河野 正則 佐竹 和敏 竹中 駿介 福岡市東区

明石 邦彦 川崎市川崎区 内田 勝博 川端 国文 福岡市東区 佐藤 光男 大阪府豊能郡 田代 隆忠 山口県周南市

明石 　猛 内田 文明 河村 俊郎 大阪府大阪狭山市 佐藤 勝利 東京都町田市 田中 司郎
秋根 卓美 福岡市博多区 梅本 龍平 川村 一秀 佐藤 博樹 浜松市浜北区 田中 功也 大阪府和泉市

秋根 久之 江頭　 肇 杵島 良仁 奈良県奈良市 佐藤 康夫 田中 　弘 長崎県佐世保市

浅嶋 義博 熊本県玉名市 江口 敦夫 木島 諄治 福岡市博多区 讃井 孝義 田中 義彦
麻生 邦夫 福岡市東区 衛藤 忠興 福岡市早良区 喜多 春海 山口県光市 沢中 研一 田中 敬吾
油谷 光雄 江藤 猛夫 北村 秀隆 塩澤 俊彦 千葉県佐倉市 田邊 博彦 福岡県小郡市

阿部 保之 福岡県福津市 榎田 博善 東京都練馬区 木津 岩光 福岡市城南区 重松 正明 福岡市東区 谷岡 和壽
阿部 義明 大石 　誠 木下 文明 重森 　稔 福岡県大野城市 谷口 博保 東京都板橋区

阿部 利民 福岡県糟屋郡 大上 宏一 福岡県糟屋郡 國嵜 正次郎 篠原 正道 津田 堯夫 熊本県玉名市

安部 勝正 横浜市栄区 大久保　史 愛知県豊橋市 久芳 良則 栃木県小山市 篠原 英雄 堤　 義直 埼玉県入間市

阿部 勝年 仙台市泉区 大住 正登 久保 　宏 福岡市西区 柴田 康男 千葉県松戸市 角田 友司
荒牧 輝勝 大坪 法保 千葉県我孫子市 久保 　惇 柴田 雅浩 鶴田 光治
案浦 平八郎 東京都青梅市 大貫 秀昭 福岡県筑紫郡 久保田 兼弘 柴田 吉男 鶴田　 徹 佐賀県唐津市

池上 邦俊 大庭 武志 窪山 幸雄 奈良県奈良市 鴫原 彰男 福岡県小郡市 出島 一男 千葉県松戸市

池尻 裕一 福岡市中央区 大原 清三 福岡市中央区 熊本 昭夫 下枝 　堯 横浜市戸塚区 寺井 希代嗣
池田 建一 大原 嘉輝 福岡市博多区 蔵本 征男 白石 隆彦 寺崎 哲治 福岡市博多区

石井 昌次 岡田 弘晃 東京都八王子市 栗川 　稔 千葉県松戸市 白垣 修三 東京都町田市 寺田 成之
石垣 信孝 東京都日野市 岡田 康彦 福岡市東区 黒川 勝利 岡山市北区 白木 　洋 藤 　正昭
石黒 悦爾 鹿児島県鹿児島市 岡部 信也 権丈 修二 白崎 裕久 藤 　和義 福岡県糟屋郡

石田 靖尚 福岡市博多区 岡村 重博 神崎 誠志 福岡市東区 白水 秀俊 大阪府吹田市 藤 　成徳 福岡県糟屋郡

石松 義昭 岡山 　馨 長崎県対馬市 神武 軍司 菅　 大作 福岡市南区 徳永 　惇 東京都世田谷区

石村 昌三 小川 建志 福岡県築上郡 古賀 正博 大阪府豊中市 住田 章夫 千葉県柏市 富永 好哉
泉 　　隆 福岡市東区 小田 　紘 鹿児島県鹿児島市 古賀 義弘 福岡市早良区 墨谷 譲治 東京都三鷹市 富保 諄一郎
磯部 邦比古 千葉県鎌ヶ谷市 落石 雅宣 岡山市南区 古賀 　潤 福岡市東区 住吉 　彰 友杉 貴一 福岡市中央区

井手 広一郎 福岡市東区 乙藤 　泰 児玉　征英　　 陶山 芳彦 福岡市城南区 豊田 泰之 福岡市中央区

伊藤 貴彦 鬼木 　勤 木場 洋次郎 福岡市東区 関　 宗雄 福岡市東区 永井 利明 川崎市中原区

伊藤 博彦 札幌市厚別区 小野 　裕 小林 正信 福岡市博多区 関　 　忠 兵庫県宝塚市 永尾 隆行
伊藤 義隆 小野塚 満郎 東京都八王子市 小松 治久 長崎県諫早市 関野 和彦 埼玉県三郷市 長岡 信孝 東京都八王子市

犬束 義光 福岡県春日市 小畑 清秀 福岡県大野城市 近藤 征二 瀬々 鉄雄 中上 雅夫
井上 浩一 柿原 弘毅 福岡県糟屋郡 財津 雄治 福岡市東区 高木 三郎 中川 健一 千葉県柏市

井上 孝雄 岡山市中区 籠田 勝昭 斎藤 信輝 高木 英明 永川 　繁
井上 敏夫 福岡市東区 片桐 　望 斎藤 利久 千葉県四街道市 高島 征夫 大分県杵築市 中島 康博 千葉県野田市

今泉 勝己 福岡市西区 金丸 健二 福岡市中央区 佐伯 剛二 高田 典生 中島 達雄 福岡市中央区

今泉 貞之 福岡市中央区 金丸 直之 福岡市東区 酒井 年行 福岡県筑紫郡 高田 春生 中島 亮三
今来 淳二 横浜市金沢区 金岡 泰周 東京都中央区 酒井 能章 高橋 和行 埼玉県入間市 中島 昭臣 福岡市東区

今林 日出男 金子 　隆 堺 　 徹 福岡市西区 高橋 章夫 横浜市旭区 永瀬 鎮男 千葉県松戸市

今村 敬太 福岡市東区 狩野 俊秀 福岡市博多区 堺 　 浩 福岡市東区 瀧田 雅彦 福岡市西区 中田 憲佑 福岡県筑紫郡

岩切 　勲 福岡市城南区 狩野 　嵂 福岡市南区 堺　 泰基 福岡市東区 田口 克彦 中野 建司 福岡市東区

岩崎 　毅 新潟県上越市 亀山 好弘 酒井 武史 竹内 　誠 中野 秋芳


