
－「全国漁業協同組合学校創立８０周年記念」施設整備募金のお礼－ 

 標記の募金について、同窓会員２０４名及び同窓会三重県支部（20名)の合計２２４名 

同窓会１支部より２,０７８.１１０円（令和 5 年２月２８日現在）施設整備募金に対する

ご協力いただきました有難うございました｡ 

全国漁業協同組合学校同窓会 

 

「全国漁業協同組合学校創立８０周年記念」施設整備募金入金者一覧 (敬称略) 

12期 木村  健弥  12期 矢田    保  13期 草本  幸雄  13期 川金美智雄  13期 藤井  勇仁 

14期 山﨑  重信  14期 永野  信義  15期 野口  良一  16期 吉村  逸夫  16期 山下  傳吉  

17期 山本    浩  18期 宮城    弘  18期 鈴木    隆  19期 吉田  一伊  19期 佐々木昭夫

19期 濱崎  典由  19期 赤間  秀雄  19期 民谷  道昌  19期 西澤  正美  19期 菊地  義朗  

19期 伊東  武伊  19期 村上  浅雄  20期 上杉    亮  20期 米倉  貞男  20期 瀬戸口幸男  

20期 富屋  末光  20期 舩見  憲治  21期 新垣  光信  21期 横田  有平  22期 山下  士郎  

22期 久保  忠男  22期 金城  保男  23期 工藤    進  23期 小山  和郎  23期 米村  健治  

24期 細川    清  24期 春日  勝己  24期 楠木  弥市  24期 小笠原幸彦  24期 扇谷    豪  

24期 成田    修  24期 入澤    弘  25期 大新  昭男  25期 草野  一郎  26期 大塚  泰正  

26期 阿部    貢  26期 仲間  英史  26期 森岡日出男  27期 片山  睦生  27期 酒井  幸治  

27期 浜松  慧祐  27期 北村    毅  27期 長瀬  信義  27期 村上  洽視  28期 中村  憲二  

28期 坂口    守  28期 金城  辰廣  28期 花戸  伸介  28期 木下  正弘  28期 伊藤  鉄吉  

28期 松村  正巳  28期 長崎  元一  29期 島田  政幸  29期 前川  健吾  29期 長澤  隆司  

29期 濱川  文昭  29期 故米須清一  29期 西川  豊博  29期 松本  洋一  29期 笠島  信夫  

29期 木下  英世  30期 實好  善久  30期 中村    研  30期 塚本  徳美  30期 谷口    一  

31期 勝山    満  31期 山口  士郎  31期 鈴木眞喜夫  31期 木村  正吉  31期 斎藤眞一郎  

31期 内海    満  31期 上坂  幸雄  32期  榊   信也  32期 髙坂菊太郎  32期 小野  修司  

32期 楠本  豊勝  32期 汐谷  一彦  32期  佐々木 積  32期 新妻  芳弘  33期 向井  一成  

33期 山本  政生  33期 石田  和久  33期 西山  忠一  34期 冨澤  健治  34期 狩俣    博  

34期 新城  幸美  34期 岡    弘實  34期 北浜  則雄  34期 櫨山  浩司  35期 中間  祥文  

35期 別宗    博  35期 菅野    勲  35期 佐藤  徳義  36期 渡辺  徹啓  36期 吉野    勇  

36期 小野  和平  36期 金丸  昌紀  36期 大草三貴雄  36期 藤本  末男  37期 小島  俊実  

37期 正司    正  37期 山本  優人  37期 清田  邦之  37期 三浦  和彦  37期 髙坂  勇一  

37期 斎藤  市夫  37期 折戸  春己  38期 隅谷    強  38期 後川  良二  38期  塚本   亨  

39期 石野田  務  39期 三浦  敏克  39期 佐藤  義昭  39期 濵口  公宏  39期 髙橋  正顕  

40期 中村  起生  40期 丸山  一郎  40期 神田  洋市  41期 北仲  賢一  41期 作山  一重  

41期 渡辺  圭一  41期 菊池  賢一  41期 森光  信之  42期 川崎  光博  42期 森    光則  

42期 高橋  忠志  42期 髙司  龍二  42期 柴田    操  42期 砂田  光保  42期 池野  尚志  

42期 西岡  善秀  42期 島野  一男  43期 金    英司  43期 佐藤  俊章  43期 世古  直幸  

43期 山下  恭助  43期 西尾  英高  44期 立花  弘樹  44期 鳥居  高博  44期 中川  達司  

44期 左近  雅人  44期 佐々木史人  44期 阿多  勇人  45期 岩下    巧  45期 濱崎  一紀  

45期 小堀内正邦  45期 八木  正毅  45期 馬場  和也  45期 庄司  克芳  45期 石川  和彦  

46期 新屋敷  彰  46期 神崎  公宏  47期 冨髙  哲郎  47期 佐藤    仁  47期 島崎  修一  

47期 松岡  俊幸  47期 佐々木克敏  47期 佐藤  祥文  48期 浦崎    元  48期 吉清  一弥

49期 佐藤  公一  49期 高屋敷裕治  50期 森本    博  50期 長崎    要  53期 由井  秀知  

54期 清水  正春  54期 中平  治彦  55期 福島  大介  56期 渡邉  雅之  56期 大坂    寛  

56期 杉林  孝幸  57期 前田  宏紀  58期 佐々木一幸  59期 大澤  茂和  61期 中村  啓介  

62期 佐々木保明  65期 民谷  圭介  66期 伊藤  裕太  67期 嶋  雄一郎  70期 城間  辰也  

71期 稲葉  浩士  72期 木村  文人  73期 髙坂  亮大  74期 山田  侑人  74期 渡部  航介  

81期 石山  聡士  82期 塩谷  拓哉  82期 大城  大樹  

(同窓会支部)  同窓会三重県支部（20名）同窓会青森県支部 

※ご協力いただいた会員でお名前をホームページに掲載希望しない方は、ご記載を控えさせていただいております。 


