
略称 旧姓名 物故年月日

高商３２ 木津 修 平林 2021/02/23

高商３３ 田島 邦男 広滝 2021/02/10

高商３３ 藤井 勝 2019/03/00

高商３５ 安松 一雄 2021/06/24

高商３７ 國本 桂作 2021/06/08

経専３８ 山下 直良 2021/01/09

経専３９ 国富 三郎 船越 2021/06/03

経専３９ 原 義治 2019/09/15

経専３９ 山本 富也 2021/01/19

経専４０ 石橋 晃 2021/01/26

経専４０ 金子 秀 2020/07/17

経専４０ 佐久間 保 2021/09/10

経専４０ 原田 博之 2012/00/00

経専４０ 湯浅 康三 2020/09/00

経専４１ 有田 稔 2020/12/14

経専４１ 香山 和弘

経専４１ 滝口 凡夫 2017/12/24

経専４１ 豊村 昭

経専４１ 原田 康人

経専４１ 橋口 修一 　薫

経専４１ 福本 芳三 2021/04/00

経専４１ 吉本 頼夫

経専４２ 遠藤 悦治 2021/02/15

経専４２ 山本 義 2021/04/17

経専４３ 小林 啓敏 2020/11/00

経専４３ 高山 雅雄 2021/03/09

経専４３ 村上 大 2020/09/03

経専４３ 渡辺 武 2021/05/25

経専４４ 浅田 善彦 2019/07/00

経専４４ 伊藤 隆昌 2021/02/12

別科１５ 岩村 泰男 2021/04/08

別科１５ 神山 三郎 2013/00/00

専修１８ 山田 秋行 2020/07/26

大学　１ 川島 利一郎

大学　１ 小森 輝久 2021/03/27

大学　１ 福本 賢明 2021/05/09

大学　１ 本田 森雄

大学　１ 山本 清九郎 2020/03/00

大学　１ 安井 達雄 相島 2021/01/12

大学　２ 青木 泰夫 2020/09/07

大学　３ 伊勢坊 偲 2020/12/00

大学　３ 植田 瑞夫 2019/06/06

大学　３ 藤井 脩 2021/04/28

大学　３ 松浦 恒士 2021/07/24

大学　４ 石原 隆司 2021/05/15

大学　４ 池田 正孝 2021/05/00
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大学　４ 下田 章夫 2021/03/29

大学　４ 又野 忠彦 桑原 2020/12/08

大学　６ 秋田 康彦 2021/07/02

大学　６ 篠原 善信 2020/10/04

大学　６ 田羅 和美 2021/07/21

大学　６ 津野 正文 2020/07/03

大学　６ 徳永 晴男 2020/10/06

大学　６ 松本 幸夫 荒川 2021/07/01

大学　７ 住吉 哈爾雄 2020/12/07

大学　７ 松屋 信之 2021/03/25

大学　７ 山田 一久 2020/07/30

大学　７ 義村 快治 2020/10/00

大学　８ 金谷 公夫 2020/09/04

大学　８ 佐竹 尚 浜田 2018/00/00

大学　８ 坂尾 進 2021/08/21

大学　８ 古土井 俊昭 2021/03/30

大学　９ 角 利洋 2021/02/15

大学　９ 武末 登朝 2020/12/01

大学　９ 渡辺 忠昭 2020/10/26

大学１０ 田辺 猛 2021/04/05

大学１０ 原田 篤 2021/01/02

大学１０ 山本 博巳 2021/11/02

大学１０ 安井 英夫 2021/04/06

大学１２ 舛木 與三雄 2021/06/22

大学１２ 矢田 安善 2020/10/00

大学１３ 松尾 昌基 2021/06/20

大学１４ 平岡 武之 岡﨑 2021/06/05

大学１４ 林 寿則 2020/12/25

大学１４ 宮川 淳 2021/03/16

大学１５ 長府 国夫 2020/07/00

大学１５ 森田 侃爾 2020/02/01

大学１５ 渡邉 恭介 2021/03/11

大学１６ 清水 敏 2020/06/28

大学１８ 板保 秀孝 吉森 2020/10/10

大学２０ 古田 章司 2020/05/31

大学２０ 御園 慶信 2019/05/01

大学２１ 久佐 伸行 2020/11/08

大学２４ 藤吉 宏男 2019/00/00

大学２４ 三木 哲夫 2019/00/00

大学２９ 清水 直幸 2020/04/00

大学３０ 堺 和幸 2021/06/10

大学３７ 田辺 和雅 1999/09/00

大学４２ 若村 正司 2021/02/05

院　２３ 松井 恵子 2015/06/00


