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昭和27年 広瀬　邦哉 昭和37年 法 黒田　宗政 昭和43年 経営 田邉　弘幸 昭和48年工 山根　修治
昭和28年 経済 小本　栄一 昭和37年 文 五味　尚子 昭和43年 経済 中嶋　義昭 昭和49年農 梶井 香樹
昭和29年 経営 加藤　英高 昭和37年 経営 萩原　正弘 昭和43年 経済 名和　昭義 昭和50年農 阿紀　雅敏
昭和29年 経営 佐々木　裕 昭和37年 海事 福知　武 昭和43年 経済 花谷　武和 昭和50年法 高士　薫
昭和29年 経済 鈴木　登 昭和37年 経済 藤本　晃三 昭和43年 経済 六角　昭男 昭和50年工 高瀬　茂之
昭和29年 法 高田　順甫 昭和37年 海事 細川　修 昭和44年 経済 有本　常美 昭和50年経済 宮野　清
昭和30年 経営 浅野 禎一 昭和37年 経済 松尾　勝二 昭和44年 教育 岩井　良子 昭和50年工 宮本　雅史
昭和30年 経済 大橋　貞彦 昭和37年 海事 森本　靖之 昭和44年 工 小島　省三 昭和50年経済 渡部 賢一
昭和30年 経済 永井 正一 昭和38年 教育 赤井　紀男 昭和44年 経済 永田　毅 昭和51年教育 鈴木　香代子
昭和31年 経済 岩崎　豊 昭和38年 経営 海老　泰 昭和44年 経営 橋本　偕行 昭和51年工 谷口　人士
昭和31年 経営 奥　豊 昭和38年 経済 北岡　達朗 昭和44年 経営 番　　尚志 昭和51年工 羽原　伸
昭和31年 経済 武部　壯也 昭和38年 経営 塩見　幸市 昭和44年 経営 溝口　正平 昭和51年経済 向井　稔
昭和31年 経営 團野　廣一 昭和38年 経営 静川　靖敏 昭和44年 経済 三宅　基治 昭和51年法 安田　博延
昭和31年 経営 道関　貞夫 昭和38年 法 荘林　康次 昭和45年 経済 武元　和巳 昭和52年法 西殿　芳人
昭和31年 経済 宮田　明 昭和38年 経済 津山　宏 昭和45年 法 金森　淳二 昭和53年経営 川崎　一彦
昭和32年 法 越後　伸一 昭和38年 経済 手塚 邦夫 昭和45年 法 河崎　英三 昭和53年経済 川本　洋祐
昭和32年 経済 鹿海　武 昭和38年 経営 外山　峯生 昭和45年 経営 小寺　明 昭和53年工 倉谷　宏樹
昭和32年 経済 高橋　正二 昭和38年 経営 中島　良能 昭和45年 工 左中　規夫 昭和53年法 佐々木　知子
昭和33年 法 上月　永文 昭和38年 経済 長嶺　寛 昭和45年 経済 竹本鉄三 昭和53年経済 武田　眞
昭和34年 経済 相田　治 昭和38年 経営 脇野　和彦 昭和45年 経営 永田　真文 昭和54年法 長濱　守信
昭和34年 理 青木　正博 昭和39年 経済 井詰　潔 昭和45年 経営 中村　常保 昭和54年工 松本　成史
昭和34年 経営 泉　伸夫 昭和39年 法 尾崎　政次 昭和45年 法 林 佑佶 昭和54年経済 山田　幸三
昭和34年 経済 糸島　司郎 昭和39年 経営 熊谷　清 昭和45年 海事 伏井 繁雄 昭和55年経営 奥田　豊史
昭和34年 経営 川上　泰正 昭和39年 工 佐野　芳昭 昭和45年 経営 宮元芳樹 昭和55年法 久保田　亮
昭和34年 経営 田中　正己 昭和39年 工 滝沢　章三 昭和45年 経済 山田　晴男 昭和55年法 田中　秀一
昭和34年 経済 谷河　義久 昭和39年 文 野田　弘三 昭和46年 経済 青野　修三 昭和55年経営研細井　富夫
昭和34年 法 坂東　健二 昭和39年 経営 広瀬　直樹 昭和46年 経済 飯塚　延幸 昭和56年工 井上　幸夫
昭和34年 経営 平井　保 昭和39年 経済 堀井　彰三 昭和46年 理 岩切 博 昭和60年経営 川原　浩策
昭和34年 経営 廣瀬　駒雄 昭和39年 工 弓場　敏嗣 昭和46年 工 梶　太郎 昭和60年農 高野　知司
昭和34年 海事 廣瀬　齊 昭和40年 経済 柴谷　元 昭和46年 法 喜好　勝美 昭和62年工 指原　洋一
昭和34年 経営 藤原　浩 昭和40年 経済 中矢　忠男 昭和46年 経済 藏田　寛 昭和62年経営 前川　直和
昭和34年 経営 藻川　恒夫 昭和40年 経営 浜野　昌弘 昭和46年 教育 斎藤　美佐子昭和63年経営 石倉　博
昭和34年 経営 茂木　孟 昭和40年 経済 藤田　純孝 昭和46年 経営 進藤　宏 昭和63年法 岩崎　好伸
昭和35年 経営 五十嵐　温彦昭和40年 経済 宮崎　徹夫 昭和46年 経済 田畑　弘明 昭和63年法 富岡　孝行
昭和35年 経済 奥野　吉矩 昭和40年 理 山内　順一 昭和46年 経済 野崎　信 昭和63年文 中川　順子
昭和35年 経済 加藤　明 昭和41年 海事 井崎　宣昭 昭和46年 工 野村　義隆 平成元年経済 小暮　一寿
昭和35年 経済 上村　久治 昭和41年 経済 大友 總一郎昭和46年 経済 橋爪　信篤 平成元年工 皆尾　潤
昭和35年 経営 黒田　英雄 昭和41年 教育 高柴　正恵 昭和46年 経済 兵藤　力一 平成2年 医 佐々木　美保
昭和35年 理 高端　正直 昭和41年 工 田中　正夫 昭和46年 工 藤岡　昭 平成6年 経済 橋本　智至
昭和35年 法 橋田　晋治 昭和41年 経済 鳥原　和憲 昭和46年 経済 道野　徹 平成7年 国協研大岡　タ伽子
昭和35年 経営 福本　泰三 昭和41年 法 森　榮 昭和46年 法 餅崎　茂 平成10年経済 神吉 久永
昭和35年 経済 松岡　三郎 昭和42年 教育 石脇　武臣 昭和46年 工 森　暢郎 平成10年法 小山　祐介
昭和35年 経済 安福　具弘 昭和42年 経済 大住　敏之 昭和46年 工 山岡　高士 平成10年経済研フランシスコ　 ダ　コンセイサン

昭和36年 工 亀田　卓一 昭和42年 経営 河盛　幸二 昭和46年 経済 吉永　豊 平成11年経営 三橋 美香
昭和36年 工 岸本　正義 昭和42年 法 重永　剛 昭和46年 経済 吉松　均 平成13年農 小畑　秀則
昭和36年 経営 高倉 勇 昭和42年 文 滝川　直子 昭和47年 法 浅野 博幸 平成13年経済 木村　充宏
昭和36年 経済 友住　彰男 昭和42年 文 田辺 久美子昭和47年 農 上山　維介 平成13年経済 堀江　哲也
昭和36年 文 中野　裕 昭和42年 経済 辻　征二 昭和47年 経済 内田 敏郎 平成14年医 小寺　美穂
昭和36年 文 橋本　静子 昭和42年 経営 廣瀨　博 昭和47年 経営 梅北　正史 平成15年文 長谷川　杏里
昭和36年 法 福島　有恒 昭和42年 経営 三和　正明 昭和47年 経営 小野原　一賀平成16年経済 大塚　昌広
昭和36年 経営 牧　三和夫 昭和42年 経済 森口　隆宏 昭和47年 経営 中村　恵次 平成19年経済 兼光　里江
昭和36年 経済 水野　勝 昭和42年 法 森田　貴 昭和47年 経済 沼田　保男 平成22年経営研有田　喜一郎
昭和36年 経済 三好　和通 昭和42年 経済 横井　勇 昭和47年 経済 橋本　直樹 平成22年海事 瀧本　朋樹
昭和36年 経営 村瀬　宏 昭和43年 農 加納　健三 昭和47年 経営 樋口　哲夫 平成24年海事 影山　丈真
昭和36年 法 矢内　忠雄 昭和43年 経済 小池　靖男 昭和47年 経済 渡部　進 ー 賛助 金子　真
昭和37年 経済 石原　滋 昭和43年 経済 小浜　進 昭和48年 法 朝倉　次郎 ビジター 12名
昭和37年 工 井上　隆夫 昭和43年 海事 須賀　弘 昭和48年 経済 伊藤　正昭
昭和37年 経営 井上　隆史 昭和43年 経済 鈴木　徹 昭和48年 経営 高木　純夫 合計　247名
昭和37年 海事 河原　好功 昭和43年 法 竹内　克広 昭和48年 経済 松尾　憲治
昭和37年 農 岸谷　靖雄 昭和43年 海事 田中　貴雄 昭和48年 文 村上　好


