
卒期 旧姓名 ご逝去年月日

高商３１ 上利 寿雄 2002/00/00

高商３２ 伊藤 光治

高商３３ 波多野 義一 2012/08/31

高商３４ 宇田 俊雄 笹川 2017/00/00

高商３５ 渡辺 伸夫 2019/10/29

高商３６ 石田 輝夫 岩脇 2019/10/00

高商３７ 岡 謙 2020/11/22

高商３７ 志賀 晃 2020/01/20

高商３７ 二宮 鐵也 2020/01/00

高商３７ 藤井 志郎 2019/12/16

経専３８ 木村 峰雄 2019/06/26

経専３９ 沖野 富夫 丸本　冨夫 2020/12/01

経専３９ 片山 芳夫 2020/06/09

経専３９ 勘場 浩 2020/01/10

経専３９ 坂本 次男 2018/05/16

経専３９ 橋本 泰治 2018/08/15

経専３９ 廣政 敏明 2020/10/16

経専３９ 藤村 重夫 2010/02/26

経専３９ 前田 敏雄 2019/01/00

経専４０ 池田 昭富 2019/12/24

経専４０ 浦上 敏朗 2020/08/15

経専４０ 近藤 清 2020/04/18

経専４０ 品川 博 2020/04/21

経専４０ 島 隆治 2019/09/21

経専４０ 都築 忠七 2020/04/01

経専４０ 藤本 保太 2020/09/05

経専４１ 上田 貢 2010/00/00

経専４１ 小出 博之 2020/04/06

経専４１ 笹井 一夫 2019/10/25

経専４１ 角田 慶一 2019/05/27

経専４１ 武長 康夫 2019/07/14

経専４１ 松島 一則 2019/11/29

経専４１ 松村 雅美 2019/06/14

経専４１ 森山 益吉 2019/11/02

経専４２ 西村 健治 2018/09/21

経専４２ 松下 健二 2019/09/18

経専４２ 宗 吉己 2019/10/00

経専４３ 稲田 良作 2015/00/00

経専４３ 大内田 良穂 2019/12/00

経専４３ 柴田 勝彦 2020/03/12

経専４３ 中野 勝甫 2019/10/10

経専４３ 中野 茂喜 2018/12/02

経専４３ 三宅 昭太郎 2019/10/03

経専４４ 阿座上 得司 2020/01/21

経専４４ 竹村 俊明 2019/08/05

大学　１ 久保 豊彦 2019/12/00

大学　１ 園山 蕃里 2020/05/18

大学　１ 永地 正直 2020/08/07

大学　１ 長峰 利治 2020/09/25

大学　２ 石井 忠夫 2020/09/02
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大学　２ 伊藤 徹也 2017/07/21

大学　２ 木村 省吾 2017/10/09

大学　２ 白石 昌三 2015/00/00

大学　２ 福田 育馬 2019/01/25

大学　２ 藤村 實 山野井 2019/10/28

大学　２ 山田 ジロー 2020/01/11

大学　３ 押川 泰彦 2018/10/06

大学　３ 古屋 敦久 2020/01/29

大学　３ 渕 雅人 2019/12/00

大学　３ 藤井 博海 2020/09/19

大学　３ 藤井 正史 2020/07/29

大学　３ 吉田 浩宜 2020/09/17

大学　４ 岩本 澎 2020/04/08

大学　４ 藤村 宗平 2017/01/00

大学　５ 森山 唯夫 2020/00/00

大学　６ 犬飼 登 2020/04/27

大学　６ 小笹 肇 2019/09/29

大学　６ 角 成美 2020/12/20

大学　６ 三宅 久夫 2019/12/28

大学　６ 山根 芳明 2019/10/20

大学　７ 井上 勝彦 2019/07/00

大学　７ 皿海 孝一 2019/10/16

大学　７ 藤田 昌俊 2020/04/09

大学　８ 蒲池 良介 2020/02/03

大学　８ 古谷 進 2020/03/28

大学　９ 池田 弘正 2019/10/25

大学　９ 山本 進 2019/03/00

大学１０ 井原 吉弘 2019/09/00

大学１０ 木村 榮一 2020/08/16

大学１０ 徳久 孝雄 2020/03/00

大学１０ 浜崎 朗 2019/08/28

大学１０ 𠮷野 秀行 2020/04/00

大学１１ 杉本 幹雄 2019/04/00

大学１２ 野村 敦美 2019/11/00

大学１３ 洗川 成徳 2020/05/01

大学１３ 江藤 洋一 2020/07/19

大学１６ 椋梨 博一 2020/06/01

大学１８ 雑花 好孝 2020/09/06

大学１８ 和田 正和 2019/10/14

大学１９ 内藤 博幸 2017/00/00

大学２０ 妹尾 修 2020/04/15

大学２０ 野村 進 2017/00/00

大学２３ 小川 雅久 2020/03/14

大学２６ 小島 和則 2020/03/03

大学３４ 松尾 猛

大学３６ 吉野 幸雄 2018/00/00

大学４１ 石津 晃 2019/03/04

大学５４ 中田 和孝 2020/05/00

大学６０ 柴田 将宏 2019/09/18


