
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年度　総会・講演会・懇親会　出席者名簿

ご来賓

卒業期 卒業年 氏 名 出身（小） 出身（中） クラブ

1 高２１ Ｓ４５ 勝部 昌幸　  　　　　　　双松会副会長

2 高１６ Ｓ４０ 金平 憲  　　　　　　双松会幹事長

母衣小 附属中

3 高２６・理５ Ｓ５０ 泉 雄二郎  　　　　　　松江北高校長

4 高２５ Ｓ４９ 鳥屋尾 浩  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松江北高教諭・双松会校内幹事長 

5 高２０（講師） Ｓ４４ 清水 伸夫  　　　　　　松江市教育長

6 竹谷 奬 　　　　　　　　　 近畿松江会幹事長

八束小 八束中 （松江高専）

会員
卒業期 卒業年 氏 名 旧姓 出身（小） 出身（中） クラブ

7 中６３ Ｓ１８ 肥塚 隆正 千駄谷第一 旧松中

8 中６８ Ｓ２３ 青戸 元也 島根師範付属小旧松中 剣道・テニス部

9 中６８ Ｓ２３ 荒銀 昌治 広瀬町小 旧松中

10 高１ Ｓ２５ 伊藤 雅義 来待小 旧松中 生物部

11 高１ Ｓ２５ 茢田 運三郎 雑賀・乃木小旧松中 映画研究会

12 高１ Ｓ２５ 竹内 一郎 加茂町小 旧松中 剣道部

13 高１ Ｓ２５ 田端 要子 伊豆賀 安来小

14 高２ Ｓ２６ 久保田 幸雄 川津小 旧松中 バレー部

15 高２ Ｓ２６ 兼清 久子 小林 豊中市立明徳国民学校松江高校（女）併設中学校演劇部

16 高５ Ｓ２９ 春日 敏邦 朝日小 松江三中 美術部

17 高５ Ｓ２９ 山田 稔 付属小 付属中 サッカー部

18 高６ Ｓ３０ 田村 稔久 北堀小 松江一中

19 高６ Ｓ３０ 原 卓司 朝日小 松江三中

20 高６ Ｓ３０ 森岡 敏眞 母衣・西郷・雑賀（引揚げ時、大連）松江二中 ユネスコ・写真・英研

21 高６ Ｓ３０ 石原 綏子 河津 雑賀小 松江四中 コーラス部

22 高７ Ｓ３１ 寺本 好弘 岩田 北堀小 松江一中 バスケット部

23 高７ Ｓ３１ 廣政 俶彦 雑賀小 松江三中

24 高７ Ｓ３１ 山本 雅昭 恵曇小 恵曇中 バレー部

25 高９ Ｓ３３ 田中 英明 小立 乃木小 松江三中 柔道部

26 高９ Ｓ３３ 佐々木 悦子 岡部 徳島市立津田小松江一中

27 高９ Ｓ３３ 佐藤 早智子 松村 雑賀小 附属中 花道・手芸部

28 高９ Ｓ３３ 清水 良子 松尾 北堀小 松江一中 化学分析

29 高１０ Ｓ３４ 面白 紘 本庄小 本庄中 サッカー部

30 高１０ Ｓ３４ 佐藤 菁治 大野小 大野中

31 高１１ Ｓ３５ 押田 良樹 雑賀小 松江四中 軟式テニス・図書

32 高１１ Ｓ３５ 田中 一男 白潟小 松江三中 宍道湖一周、２・３年連続学年１位

33 高１１ Ｓ３５ 村尾 俊治 雑賀小 松江四中 絵画部

34 高１１ Ｓ３５ 中尾 長子 高橋 付属小 附属中

35 高１２ Ｓ３６ 萩野 貫悟 筒井 揖屋小 東出雲(揖屋)中

36 高１３ Ｓ３７ 永江 幹雄 母衣小 松江二中 化学分析

37 高１３ Ｓ３７ 四方田 司 付属小 附属中 サッカー部

38 高１３ Ｓ３７ 藤田 トク子 小笹 白潟小 松江三中 ソフトボール部

39 高１３ Ｓ３７ 山下 倶子 今井 乃木小 松江三中 美術部

40 高１４(山口高) Ｓ３８ 小泉 勝是 北堀小 松江一中



卒業期 卒業年 氏 名 旧姓 出身（小） 出身（中） クラブ

41 高１４ Ｓ３８ 木幡 晃正 宍道小 附属中 陸上部

42 高１５ Ｓ３９ 金坂 喜好 大野小 大野中

43 高１５ Ｓ３９ 佐藤 修介 内中原小 松江一中 新聞部

44 高１６ Ｓ４０ 井上 伸久 川津小 松江二中

45 高１６ Ｓ４０ 梅木 隆志 森山（下宇部尾分）美保関北中 陸上部

46 高１６ Ｓ４０ 清原 正義 北堀小 付属中 陸上部

47 高１６ Ｓ４０ 佐々木 康雄 母衣小 松江二⇒一中剣道部

48 高１６ Ｓ４０ 土田 和男 内中原小 松江一中 バドミントン部

49 高１６ Ｓ４０ 松本 耕司 本庄小 本庄中 陸上部

50 高１６ Ｓ４０ 三成 宏二 付属小 附属中

51 高１６ Ｓ４０ 森藤 哲章 広瀬小 広瀬中

52 高１６ Ｓ４０ 山田 敬子 矢壁 松原（浜田）・川本・益田益田東・浜田二・浜田高校美術部

53 高１７ Ｓ４１ 秋鹿 隆
54 高１７ Ｓ４１ 岡 久夫 法吉小 松江一中 陸上部

55 高１７ Ｓ４１ 岩本 眞左子 万波 北堀小 附属中 合唱部

56 高１７ Ｓ４１ 島本 妃早美 米田 母衣小 松江二中 美術部

57 高１７ Ｓ４１ 原田 博子 森井 北堀小 松江一中 軟式テニス部

58 高１８ Ｓ４２ 石賀 誠一郎 兵庫・豊岡小松江一中 陸上部

59 高１８ Ｓ４２ 太田 善博 安来小 安来一中

60 高１８ Ｓ４２ 小田 一美 内中原小 松江一中 天文気象部

61 高１９ Ｓ４３ 岩田 一志 荒島（安来）小安来三中 バレー・文芸部

62 高１９ Ｓ４３ 千葉 秀二 付属小 付属中

63 高１９ Ｓ４３ 新見 泰朗 付属小 付属中

64 高１９ Ｓ４３ 万波 迪義 付属小 附属中 陸上部

65 高１９ Ｓ４３ 元栄 徹 成相 飯梨（安来）小安来三中

66 高１９ Ｓ４３ 池田 喜美代 川原 北堀小 松江一中 考古学部

67 高２０ Ｓ４４ 小数賀 健二 法吉小 松江一中

68 高２０ Ｓ４４ 浜見 良樹 松原（浜田）小 浜田二中 野球部

69 高２０ Ｓ４４ 渡辺 悟 付属小 附属中 ボート部

70 高２０ Ｓ４４ 三好 資子 恩田 北堀小 松江一中 （帰宅部）

71 高２０ Ｓ４４ 物種 慶子 北脇 本庄小 附属中

72 高２０ Ｓ４４ 山嵜 麻里子 木村 益田・松原小（浜田）浜田二・松江一中双曲（お琴）部

73 高２２ Ｓ４６ 実重 祐二 安来小 安来一中

74 高２２ Ｓ４６ 内藤 清志
75 高２２ Ｓ４６ 　内藤　 善夫 朝日小 附属中 陸上部

76 高２２ Ｓ４６ 永瀬 光一郎 母衣小 松江二中

77 高２２ Ｓ４６ 村田 貢 西郷小 西郷中 バンド活動　早弁クラブ

78 高２２ Ｓ４６ 大浦 綾子 北堀小 松江一中 機械体操部

79 高２２ Ｓ４６ 大浜 緑 宮本 本庄小 本庄中 華道部

80 高２２ Ｓ４６ 木山 洋子 平田 三成・上山佐・広瀬小広瀬・西郷中

81 高２２ Ｓ４６ 鶴羽 孝子 石橋 持田小 松江二中

82 高２３ Ｓ４７ 朝比奈 博則 吉田（安来）小安来二中 野球部

83 高２３ Ｓ４７ 松本 潤 安来小 安来一中

84 高２３ Ｓ４７ 森脇 泰雄 内中原小 松江一中 無線部

85 高２３ Ｓ４７ 和田 邦孝 津田・内中原小松江一中 硬式テニス部

86 高２３ Ｓ４７ 松本 幸子 母衣小 松江二中 バドミントン部

87 高２３ Ｓ４７ 山口 紀子 宮崎 内中原・松原（浜田）・温泉津・木次木次・川本・松江一中生物部

88 高２４・理３ Ｓ４８ 岩間 令道



卒業期 卒業年 氏 名 旧姓 出身（小） 出身（中） クラブ

89 高２６・理５ Ｓ５０ 松村 聡
90 高２７ Ｓ５１ 木田 京子 能海 本庄小 本庄中

91 高２７ Ｓ５１ 新宮 富美子 新川 母衣小 松江二中

92 高２７ Ｓ５１ 松田 稚子 永島 意東小 東出雲中 硬式テニス部

93 高２８ Ｓ５２ 赤井 真一郎 母衣小 松江二中 硬式テニス部

94 高２９ Ｓ５３ 金田 康嗣 附属小 附属中 陸上競技部

95 高２９ Ｓ５３ 山本 修司 恵曇小 鹿島中 バレー部

96 高２９ Ｓ５３ 須藤 聖子 大宅小（京都）松江二中 剣道部

97 高２９ Ｓ５３ 野津 さとみ 安来小 安来一中

98 高２９ Ｓ５３ 浜野 則子 田中 城北（法吉）小松江二中 ＪＲＣ

99 高３１ Ｓ５５ 宍道 弘志 内中原小 松江一中 弓道部

100 高３２ Ｓ５６ 浅沼 吉正
101 高３２ Ｓ５６ 木村 滋樹 内中原小 松江一中 硬式テニス部

102 高３２ Ｓ５６ 中島 誠 母衣小 松江二中 ボート部

103 高３２ Ｓ５６ 藤本 斉子 藤原

104 高３５ Ｓ５９ 富岡 幸子 三和 七類小 美保関北中

105 高３８ Ｓ６２ 長谷川 浩之 白潟小 松江三中 野球部

106 高４３ Ｈ４ 安達 宏昭 内中原小 松江一中 バドミントン部

107 高４８ Ｈ９ 中井 正樹 広島・府中小鹿島中

  学生ゲスト
卒業期 卒業年 氏 名 旧姓 出身（小） 出身（中） クラブ

108 高６５ Ｈ２６ 宍道 航 附属小 附属中 ソフトテニス部

109 高６６ Ｈ２７ 大北 祥之 城北小 松江一中 ボート部

110 高６６ Ｈ２７ 佐々木 大輔 浜田・石見小附属中 自然科学部

111 高６６ Ｈ２７ 杉原 慶彦
112 高６６ Ｈ２７ 高木 あゆみ 城北小 松江一中 女子バスケット部

113 高６６ Ｈ２７ 山本 彩加 法吉小 松江一中 華道部


