
訃報（2017年4月～6月に届出のあったもの）

氏名 卒業年 学科 死亡年月日
栗野　三木夫 昭和9 特 1996

岩船　亨 昭和13 特科 2016.7.24
細田　鎮雄 昭和15 本 2016.12.3
白木　建 昭和16 本 2016.9.17

加藤　徳登 昭和17 本 2017.5.29
大林　旭生 昭和19 三高1 2017.4.14

赤坂　喜一郎 昭和19 大実甲
大河　清 昭和19 一普３ 2016.12.29

杉原　義春 昭和19 特特 2015.12.24
上田　一男 昭和19 大特特 2016.3.10
南島　義夫 昭和19 大選甲 2017.2.22
藤田　浩一 昭和19 一高2 2015.6
大河　清 昭和19 一普３ 2016.12.29
石関　満 昭和19 一普3 2017.3.26

飯山　邦文 昭和19 二高２ 2015.8.16
八木　純一 昭和19 一高１ 2016.7.11
三ヶ尻　稔 昭和19 二高２
城田　勝弥 昭和19 大実丙 2017.1.22
深沢　幸一 昭和19 二実甲 2016.11.16
弘中　正男 昭和19 三普４ 2016.5.3
清水　斉 昭和19 一普１ 2017.3.29
義原　修 昭和19 一高１ 2016.3

安藤　久治 昭和19 板選乙 2014.9
戸田　勇 昭和19 板選甲 2017.3.4

鈴木　俊之 昭和19 大選乙 2010
三宮　忠幸 昭和19 二高1 2017.1.14

佐々木　一二三 昭和20 大三特 2015.1



浅井　幸憲 昭和20 大三特
鷲尾　隆正 昭和20 大三普

大河内　栄一 昭和20 一高4 2017.1.4
上田　瑞人 昭和20 三高3 2011
羽田　昭男 昭和20 大三特 2017.4.5
村上　恂 昭和20 三普５ 2016.12.25

白石　秀男 昭和20 一普6 2017.3
岸田　弘 昭和20 三高4 2016.3
小室　進 昭和20 三普６ 2015

島津　章一 昭和20 一普５ 2013.10.6
浅田　芳雄 昭和20 大三普 2016.7
大塚　陽三 昭和20 板別丙 2016.7
渡井　昭 昭和20 大三特 2017.2.23
田畑　勤 昭和20 三高４ 2017.1.27
大畑　浩 昭和20 三普５ 2017.1.23

山野　明一 昭和20 板三普
五味　新樹 昭和20 一高３ 2016.10.24
深川　義昭 昭和20 大特普 2016.10.28
初村　五五 昭和20 二高２ 2016.12.11
槙山　義治 昭和20 二高４ 2017.3.31
村上　善市 昭和21 本甲 2016.11.25
山田　弘 昭和21 本乙

大野　一男 昭和22 技専 2016.6.27
迫中　達生 昭和22 本乙 2016.10.4
嶋津　忠弘 昭和22 本乙 2015.12.28
佐藤　泰久 昭和22 通専
大島　恒八 昭和23 通専 2015.4.17
山寺　昭吉 昭和24 新本 2016.1.3
平山　修二 昭和24 技専 2016.7.3
秋山　忠 昭和25 新本 2016.12.11
石崎　卓 昭和25 新本 2017.5.24



竹下　一男 昭和25 新本 2017.3.19
松永　徹 昭和26 新本 2016.9.4

水越　栄二 昭和26 新本 2016.6.13
林　博司 昭和27 別科 2017.5.1

遠藤　達三 昭和29 通専 2016.3.12
山中　英夫 昭和29 Ｔ 2017.2.24
河村　良一 昭和30 B
杉山　隆雄 昭和32 学別 2017.2.26
出口　勇 昭和32 ＪＲ 2016.12.5

下野　兵八 昭和33 Ｒ 2016.9.15
瓜生　貞行 昭和34 B 2016.8.9
渡辺　恭宏 昭和34 ＪＲ 2017.5.2
金子　邦雄 昭和34 Ｒ 2017.2.3
西元　充朗 昭和34 学別 2016.9.17
影山　和雄 昭和35 Ｂ 2016.9
宮廻　勇吉 昭和35 Ｂ 2017.2.14
千葉　裕 昭和36 ＲＢ 2016.12.13
細淵　功 昭和36 T 2016.9.19
笠原　博 昭和37 ＲＡ 2017.1.5

槇島　純弘 昭和39 ＲＡ 2012.11
 高久　軍四郎 昭和41 Ｂ 2017.2.2

伊藤　勝 昭和43 Ｅ
倉川　章 昭和45 Ｍ 2017.4.27

小林　隆太郎 昭和46 B 2017.4.5
野崎　修一 昭和46 Ｐ 2017.4.29
磯山　利夫 昭和46 T 2016.2.4
鈴木　成宣 昭和48 Ｅ 2006.12.2
大石　純 昭和49 Ｂ 2016.9.11

堀江　敏雄 昭和51 B 2016.11
松平　秀男 昭和51 Ｃ 2014.5.3
国光　龍明 昭和51 S 2014.11.17



船倉　佐一 昭和56 ＪＲ 2016.3.25
宮野　剛 平成4 I 2008.6.3
志満　亮 平成12 Ｅ

大平　智子
（旧姓藤田）

平成13 ＩＳＳ 2016.3.3

大平　丈晴 平成13 Ｅ 2003.11.2
堀　嘉裕 平成19 MT 2014.2.6
太田　聡 平成21 T 2016.7.20

浦田　省三 朝無 2016.6.24
小川　道一 元特別会員 2016.6

鶴　宏 元特別会員 2017.2.10
鈴木　正明 推薦会員 2014
山坂　文夫 推薦会員 2014.8.21


