
 ２０２２年１月から１２月末までに

    　　  当会にお知らせいただいた方を掲載しております。

略称 旧姓名 物故年月日

高商３０ 深田 善信 2014/00/00

高商３１ 倉本 憲房 2022/05/15

高商３５ 吉田 主 2011/06/00

高商３６ 針生 博 2021/12/17

高商３６ 島津 斯文 2021/12/22

高商３７ 島津 彬郎 昭 2017/10/04

高商３７ 山本 団朗 2021/12/10

高商３７ 竹本 武 2022/03/02

高商３７ 塚田 吉夫

経専３８ 川崎 久美 2019/02/14

経専３８ 原田 哲郎 2021/12/16

経専３８ 船津 十四郎 2022/01/13

経専３８ 吉田 康夫 2022/06/20

経専３８ 井原 清 小村 2021/06/00

経専３９ 吉岡 雄作 2021/07/30

経専３９ 田内 浩 0000/00/00

経専３９ 小田 不二男 富坂 2017/00/00

経専３９ 白石 通文 2021/08/00

経専４０ 藤田 要 2022/07/28

経専４０ 高山 敬司

経専４１ 藤村 高雄 2011/11/12

経専４１ 藤井 澄 2022/04/18

経専４２ 鹿野 一勅 2022/01/27

経専４２ 川手 生巳也 2022/09/26

経専４２ 鴛海 三郎 吉村 2019/00/00

経専４３ 林 隆 2022/03/03

経専４３ 尾平 保 2022/04/16

経専４３ 安村 美彦 2021/00/00

経専４３ 西田 宏 三宅 2021/00/00

経専４３ 安藤 正光 2022/02/00

経専４３ 三笘 寛治 2022/07/25

経専４３ 小川 孝生 2022/02/21

経専４４ 拝形 達郎 2020/03/24

経専４４ 新　屋 守弘 2020/11/21

経専４４ 周参見 博 2021/02/15

経専４４ 上田 義雄 2022/01/05

経専４４ 小田 淳 2022/02/17

経専４４ 谷本 克弘 2022/07/11

経専４４ 島田 斉 2022/08/04

経専４４ 江川 洋 2022/09/28

経専４４ 石井 敬士 2017/00/00

経専４４ 山上 和

研究２５ 三宅 來次郎 繁夫

専修１９ 高橋 明 2020/11/19

専修２０ 高村 泰作 2020/11/21

大学　１ 鶴藤 清 2021/12/30

大学　１ 大野 浩三 2022/01/17

大学　１ 有藤 利夫 福田 2022/08/05
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大学　１ 榎 俊秀 2015/00/00

大学　１ 牛尾 金典

大学　２ 河内山 靖雄 2021/04/28

大学　２ 米田 和夫 2021/07/15

大学　２ 福光 泰雄

大学　２ 吉松 靖夫 2021/00/00

大学　２ 近藤 昭徳 2022/07/00

大学　３ 有好 照夫 2021/11/25

大学　３ 桑原 明男 2021/12/10

大学　３ 福原 恭夫 河野 2021/12/29

大学　３ 田中 輝男 2022/09/09

大学　４ 小柳 洋介 2018/10/26

大学　４ 沓野 達 2021/06/17

大学　４ 藤田 良輔 2021/11/15

大学　４ 藤井 浩 佐々木 2022/01/28

大学　４ 兄部 宏治 2022/02/28

大学　４ 野口 公正 2022/03/29

大学　４ 藤田 太一郎 2022/03/00

大学　４ 石井 大一 2022/07/00

大学　５ 安原 重臣 2021/05/31

大学　５ 森 惇 2022/03/12

大学　５ 塚田 誠剛 2022/06/21

大学　５ 石川 邦彦 2022/11/22

大学　５ 塩谷 嗣郎 2022/07/00

大学　６ 小林 薫 2022/01/09

大学　６ 松本 豊 2022/03/25

大学　６ 大久保 哲彦 2021/04/00

大学　６ 弘中 貫之

大学　７ 小田 政光 2021/08/12

大学　７ 浦 義道 2021/12/31

大学　７ 平木 義致 2022/05/04

大学　７ 坂口 隆志 2022/07/31

大学　７ 内山 淳一 2022/08/14

大学　７ 藤田 信博 2022/09/17

大学　７ 川谷 昭次郎

大学　８ 福代 稔 2022/07/02

大学　８ 吉井 悟

大学　９ 上田 次亮 2021/05/26

大学　９ 林 博太郎 2022/01/12

大学　９ 上田 雅則 2022/03/00

大学１０ 生馬 純 2021/12/05

大学１０ 渡辺 護 2022/01/05

大学１０ 真武 清志 2022/02/07

大学１０ 新川 敏弘

大学１１ 廣橋 蔚 2021/07/31

大学１１ 中道 禮行 2021/10/27

大学１１ 重田 朝夫 2022/02/08

大学１１ 村上 恵一 2022/03/09
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大学１１ 高見 俊寛 守一 2021/12/00

大学１１ 久本 征治 2022/03/00

大学１２ 安井 秀人 2021/08/18

大学１２ 網野 俊明 2022/01/09

大学１２ 尾林 国男 2022/04/27

大学１２ 松田 征行 2022/05/00

大学１３ 米田 勝彦 2022/04/11

大学１３ 竹中 靖雄 四宮 2022/09/12

大学１３ 蔵重 正治

大学１３ 有吉 聡機 2021/00/00

大学１５ 村社 隆 2022/05/18

大学１６ 岡田 耕治 2020/11/10

大学１６ 井本 信太郎 2021/11/23

大学１６ 仲野 岱作 2022/01/22

大学１７ 辻 善輝 2022/08/06

大学１８ 岡本 哲也 2021/08/20

大学１９ 古賀 弘泰 2022/04/29

大学２０ 塚本 義明 2022/12/06

大学２１ 倉橋 秀行 2021/11/12

大学２２ 甲木 順二 2022/04/14

大学２３ 西田 有治 2021/00/00

大学２４ 名和田 達郎 2021/04/02

大学２６ 杉村 英敏 2020/02/29

大学２８ 大野 隆範 2022/06/00

大学３１ 大久保 康典 2022/12/08

大学５５ 西田 光秀 2021/01/00


