
枚方小学校1976年度卒業生同窓会　様 佐藤　伸彦　様

北大阪商工会議所青年部
会長　川北　修義　様

野間　欣哉　様

藤原　靖大　様 共英製鋼株式会社　様
川口　祐輝　様 きつつき木工　様
松隈　直貴　様 株式会社　山久　様
山本　伸一　様 平尾　学　様

重政　奈津子　様 矢本　淳子　様
木田　源太　様 青柳　淳　様
木下　英二　様 船本　真由美　様
山本　啓介　様 小山　隆　様
五十里　忍　様 長濱　直樹　様
安田　盛　様 伊藤　正広　様

井上　雅弘　様 井上　勝彦　様
手塚　泰生　様 里　道和　様
中嶋　奈保　様 齋藤　征彦　様
竹中　照次　様 藤井　昌子　様
古藤　高志　様 白井　美佐子　様
吉村　剛一　様 林　廣　様
水野　清士　様 奥村　偉才　様
正村　清弥　様 酒の神田屋　代表　東谷泰至　様
粟田　祥平　様 枚方合唱協会　代表　林文子　様
山添　栄造　様 雲川　令子　様
薮本　直樹　様 濱頭　郁夫　様
辻尾　忠久　様 武田　俊哉　様
漆原　征哉　様 雲川　晃弘　様
福嶋　敦子　様 佐藤　多紀子　様
信秋　護　様 杉岡　美代子　様
鵜飼　修　様 山中　勇　様
吉田　勉　様 五島　祥文　様

中川　誠仁　様 松井　陽子　様
永野　淳二　様 青島　健司　様

木村　紗哉子　様 加藤　満　様
中山　健　様 藤田　幸弘　様

持永　崇惠　様 田中　雄一　様
秋本　卓哉　様 中村　勇人　様
山下　洋幸　様 寺嶋　宗作　様
新谷　慎子　様 伊藤　輝見子　様
中条　徹朗　様 稲葉　鋭夫　様
多田　美紀　様 大西　典男　様
近藤　恵一　様 久津間　英人　様
金納　香　様 平尾　彰規　様

舟橋　正樹　様 南　理代　様
植松　智　様 松宮　祥久　様

門脇　虹歌　様 香山　正純　様
吉村　彪人　様 早瀬　照子　様
芳賀　紀之　様 式田　多秀　様
吉田　昌嗣　様 式田　康子　様
西崎　寅蔵　様 岡市　世紀　様
伴　尚憲　様 南森　弘三　様

昌山　敏和　様 高井　俊　様
大石　祐一郎　様 山本　直彦　様
佐々木　嘉文　様 山下　寿士　様
藤江　冬人　様 黒岩　陽介　様
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中川　滋　様 菅　秀樹　様
曹　利麗　様 今津　真一　様

舟木　真人　様 大宮　巧　様
南森　秀幸　様 白石　克寛　様
金子　郷太　様 児島　由三　様
安川　健太　様 安部　健介　様
鈴木　一成　様 夏目　康子　様
三木　尚枝　様 平山　喬司　様
井手口　健　様 橋本　峰人　様
森　伊久子　様 岩國　真規　様
藤井　忠之　様 内田　兼司　様
中山　滋　様 橋本　幸紀　様

下山　眞寛　様 藤丸　知子　様
植田　定雄　様 水井　智和　様
加藤　雅之　様 坂本　昌子　様
河村　喜浩　様 古屋　ななえ　様
大西　義幸　様 三間　上総　様
東條　文昭　様 中桐　創士　様
包　暁飛　様 藤井　孝典　様

加藤　勝也　様 肥田　徹　様
西村　耕治　様 平野　清幸　様
田原　明　様 出口　邦幸　様

永島　宏樹　様 新谷　浩子　様
濱崎　雅弘　様 宮本　優子　様
明智　美幸　様 原田　崇行　様
山﨑　義久　様 脇　淳子　様
畠山　大樹　様 玉城　真巳　様
武内　斎重　様 山内　祥友　様
寺田　智己　様 岡本　雄一　様
中津　勝善　様 野村　和重　様

安積建設株式会社　様 山口　日奈子　様
レクサス枚方　様 石田　行司　様

株式会社　西鶴　様 植田　信一　様
枚方少年野球連盟

理事長　中西　俊毅　様
根崎　健吾　様

株式会社　三栄シリカ　関西工場
神谷武之　様

小笠原　瞳　様

枚方市消防団　枚方分団一同
代表　太田陽一　様

小野　秀夫　様

日本拳法　白虎会　山本一郎　様 松下　輝彦　様
藤本　美子　様 須田　悦子　様
小寺　正豊　様 小山　英昭　様
小畑　博　様 常田　佳宏　様

金崎　都生子　様 大林　芳彰　様
成松　泉　様 奥田　泰弘　様

藤澤　利行　様 山本　敏郎　様
杉本　健一朗　様 石井　邦治　様
高山　秀友　様 山田　諒生　様
小林　哲弥　様 中井　一郎　様
亀島　玲子　様 松下　均　様
清水　崇　様 寺西　大地　様

八所　かおり　様 嶺　貴志　様
高萩　恵子　様 相川　卓矢　様
喜村　伸穂　様 森田　祐介　様
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鵜飼　修　様 森山　重雄　様
小島　麻紀子　様 田中　晋介　様
武内　公志　様 豊田　弘政　様

西川　陽一郎　様 原山　悟志　様
伊藤　雅英　様 城戸　信幸　様

神農　善多良　様 堀岡　一彦　様
竹内　善彦　様 高野　徹也　様
南　誠治　様 阿波　宏至　様

山中　祐輔　様 國分　幸美　様
長尾　昌彦　様 高橋　幸一郎　様
三田　敏生　様 妹尾　章良　様
山口　晋司　様 下田　美紀　様
三好　和雄　様 堀井　翔太　様
三島　忠夫　様 片山　英治　様
萩野　重徳　様 根本　光雄　様
野島　学　様 石川　義人　様

木村　信子　様 細谷　俊大　様
粟田　佳宏　様 亀山　靖彦　様
西田　豊樹　様 酒井　國男　様
大西　佳則　様 藤本　修平　様
滝野　雄斗　様 岸本　直也　様
山田　修　様 津田　進　様

名張　達光　様 浦田　歩　様
稲垣　武司　様 一森　鉄平　様
玉置　晴夫　様 梶山　恭子　様
高木　加苗　様 大森　昌弘　様
北野　裕介　様 高島　日出　様
長尾　恵子　様 田中　朗雄　様
臼井　隆美　様 増田　正吾　様
岡本　千鶴　様 沈　知慧　様
瀬口　圭一　様 小平　茂男　様
泉　綾佳　様 岡村　龍男　様

大平　清美　様 西川　亮　様
大谷　徳次郎　様 中野　裕美　様
佐藤　登美雄　様 内堀　浩昭　様
岩瀬　敏樹　様 永井　良史　様
児島　靖　様 赤木　峻芳　様

園田　一博　様 徳田　佳秀　様
髙橋　徹　様 小比賀　正義　様

松本　正人　様 河合　淳　様
岸田　友吾　様 佐藤　正明　様
須田　敏章　様 西口　美智子　様
道越　清樹　様 秋山　智洋　様

小林　栄一郎　様 伊藤　俊一郎　様
龍　泰治　様 関　竹晴　様

末澤　住子　様 北井　法由　様
山下　和訓　様 井戸垣　智恵美　様
中村　昌秀　様 飛鳥居　淳　様
岡田　茂之　様 松木　友梨　様
粟生　浩之　様 山川　誠　様
辻野　幸彦　様 島田　憲治　様
六條　裕樹　様 臼井　真大　様

吉澤　孝太郎　様 北岡　孝史　様
田代　洋己　様 折戸　宏行　様
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宮前　靖弘　様
宝田　麻紀　様
喜田　慶文　様
井上　盛幹　様
田中　利明　様
森　潤次　様

初田　慶一郎　様
長田　忠千代　様
小椋　英広　様
高田　泰宜　様
小西　邦彦　様
津村　裕子　様
泉谷　知範　様
鯉住　彰人　様
廣田　義昭　様
田中　祐二　様
梅山　克啓　様
小野　太朗　様
秋月　信人　様
池田　英雄　様
佐藤　和弘　様
草木　宣芳　様
前田　敏明　様
中原　勝則　様
伊豆　若美　様
秋山　博史　様
鈴木　一隆　様
関口　雄基　様
我妻　真子　様
藤野　圭子　様

大久保　広隆　様
赤尾　敏　様
林　俊安　様

小野田　敦浩　様
野田　康洋　様
菅沼　勇基　様
沼田　陵　様

平井　達夫　様
後藤　晴雄　様
豊田　美幸　様

佐々木　さゆり　様
田中　京子　様
小松　康弘　様
斉藤　和馬　様
清水　均　様

田中　美紀　様
大橋　ひとみ　様
藤田　裕人　様
森　健吾　様

吉田　拓巨　様
北出　誠致　様
林　将司　様

延原　正治　様
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