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卒業 氏名 卒業 氏名 卒業 氏名 卒業 氏名
昭０２ 星野柳太郎 昭２４ 佐藤希三 昭３３ 岸　秀夫 昭４０ 内藤　剛

昭０８ 益満行信 昭２４ 富田民雄 昭３３ 原野敏男 昭４０ 山田泰昭

昭０９ 赤石　弼 昭２４ 原田利治 昭３３ 利重昌夫 昭４０ 秋山哲夫

昭０９ 小川修己 昭２４ 中山哲夫 昭３３ 小林　晃 昭４０ 額田信相

昭０９ 平岡　均 昭２５ 影佐茂穂 昭３３ 中山信義 昭４０ 黒田忠彦

昭０９ 神崎喜久雄 昭２５ 改野啓次 昭３３ 日原一昭 昭４０ 宮田公英

昭１０ 山崎佐太郎 昭２５ 武田　寛 昭３３ 松崎至宏 昭４０ 森　英輔

昭１０ 高橋兼彦 昭２５ 萩原康正 昭３３ 杉浦三樹 昭４０ 鏑木孝久

昭１０ 武田良夫 昭２５ 門野啓一郎 昭３３ 松井日出雄 昭４１ 平林　真

昭１０ 萩原　晃 昭２５ 脇村昌孝 昭３４ 吉村　功 昭４１ 長沢建夫

昭１１ 須藤幸夫 昭２５ 市川伊三夫 昭３４ 佐田　清 昭４１ 戸村東洋男

昭１１ 三上敏一 昭２６ 早川敏治 昭３４ 鹿子木一夫 昭４１ 伊谷恭雄

昭１２ 津田一也 昭２６ 松浦　裕 昭３４ 三枝昌弘 昭４１ 山岡孝彦

昭１２ 菅　東彦 昭２６ 松永　節 昭３４ 岡　友茂 昭４１ 鈴木真人

昭１２ 田中徳三郎 昭２７ 阿部　寛 昭３４ 佐々木治生 昭４２ 小島信介

昭１３ 野口正雄 昭２７ 松平康隆 昭３４ 安岡宗泰 昭４２ 小林陽三

昭１３ 玉井浅次郎 昭２７ 藤井忠男 昭３４ 石黒恭平 昭４２ 蔵口　勝

昭１３ 鈴木英雄 昭２７ 角能勝之 昭３５ 深川正司 昭４３ 豊田俊明

昭１３ 稲沢幸雄 昭２７ 蓼沼敏男 昭３５ 長瀬純治 昭４３ 太田啓比

昭１４ 小川芳雄 昭２７ 雨宮　泰 昭３５ 池田忠彦 昭４４ 中野泰三郎

昭１４ 小倉武明 昭２８ 長島光雄 昭３５ 植竹正幸 昭４４ 佐藤義憲

昭１４ 高田隆保 昭２８ 佐田昭午 昭３５ 瀬畑　至 昭４４ 吉田和雄

昭１４ 木邑泰敏 昭２８ 羽生省吾 昭３５ 西川幸次 昭４４ 前田　剛

昭１４ 最上孝一 昭２８ 仲谷郁郎 昭３５ 清水功而 昭４４ 遠藤守重

昭１５ 鈴木克巳 昭２８ 柿手　健 昭３５ 吉武伸彦 昭４４ 井原　実

昭１５ 森脇義一 昭２８ 五井　裕 昭３６ 内藤博俊 昭４４ 佐谷　元

昭１５ 平井武二 昭２９ 北川芳也 昭３６ 郡司彰三 昭４４ 佐渡島辰雄

昭１５ 藤井　博 昭２９ 高良　進 昭３６ 佐々木成之 昭４５ 徳永耕造

昭１５ 神本　誠 昭２９ 岡部敏郎 昭３６ 亀田修次 昭４５ 大川政彦

昭１６ 田中健次郎 昭２９ 岩村良佑 昭３６ 榎本佐内 昭４５ 小林伸介

昭１６ 八木龍雄 昭２９ 大隈文夫 昭３６ 中村正孝 昭４５ 横田晧一郎

昭１６ 北川三朗 昭２９ 井上和雄 昭３６ 高見晃二 昭４５ 隅田　博

昭１６ 亀川　仁 昭２９ 原　信夫 昭３７ 滝口政文 昭４６ 郷　輝久

昭１６ 新井敏久 昭２９ 中村潤二 昭３７ 坂口幸雄 昭４６ 本郷和人

昭１６ 西岡　宏 昭２９ 澤田和夫 昭３７ 森谷太郎 昭４６ 塩坂　健

昭１６ 内山輝太郎 昭３０ 加藤　明 昭３７ 西村　健 昭４６ 天沼忠一

昭１８ 藤嶋憲一 昭３０ 高橋　實 昭３７ 赤石　哲 昭４６ 勝又信雄

昭１８ 安井広昌 昭３０ 近藤哲哉 昭３７ 庄司孝一 昭４７ 志水　裕

昭１８ 片岡孝徳 昭３０ 三ツ野充蔵 昭３７ 平間征郎 昭４７ 橋口陽一

昭１９ 犬飼輝彦 昭３０ 影山　晋 昭３７ 久保田邦宏 昭４７ 松浦信一

昭１９ 村瀬賀吉 昭３０ 弓削田直明 昭３７ 深谷圭一郎 昭４７ 羽磯治生

昭１９ 竹林三郎 昭３０ 尾崎久寿弥 昭３７ 和泉幸策 昭４７ 西部卓志

昭１９ 山口　宏 昭３０ 菊地克彦 昭３７ 尾崎菊麿 昭４７ 寺田まち子

昭１９ 井上　啓 昭３１ 本間英剛 昭３７ 小杉慎吾 昭４８ 内藤　有

昭１９ 安川文尤 昭３１ 向井正一 昭３７ 青山善太郎 昭４８ 薗部好成

昭２０ 長谷川兵吾 昭３１ 水野崇光 昭３７ 諸越伸雄 昭４９ 森　弘昭

昭２１ 田代公久 昭３１ 小林清次 昭３８ 土谷敏之 昭４９ 竹内正和

昭２１ 山田　潤 昭３１ 佐田吉之助 昭３８ 三枝敏男 昭４９ 無留井敏貢

昭２１ 小山欣爾 昭３１ 土田正守 昭３８ 村瀬宣治 昭４９ 服部　隆

昭２１ 佐久間信 昭３１ 福岡　昭 昭３８ 多田和夫 昭４９ 竹内紀夫

昭２１ 高谷武雄 昭３１ 江崎善三郎 昭３９ 土屋健二 昭４９ 関　孝平

昭２２ 吉弘太郎 昭３２ 杉山一義 昭３９ 前田　実 昭５０ 三好一裕

昭２２ 水津恵臣 昭３２ 堀之内寛保 昭３９ 若林弘之 昭５０ 松井和則

昭２３ 安川氾列 昭３２ 土橋円夫 昭３９ 植松徹夫 昭５０ 藤原明彦

昭２３ 津畑初太郎 昭３２ 柳沢隆雄 昭３９ 永沢利夫 昭５０ 古田善彦

昭２３ 木村正一 昭３２ 泉　宏欣 昭３９ 辻　方展 昭５０ 穂坂和彦

昭２３ 関　茂 昭３３ 小沢淳彦 昭４０ 佐藤隆彦 昭５０ 山本章裕
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卒業 氏名 卒業 氏名 卒業 氏名 卒業 氏名
昭５１ 田中宏幸 昭６０ 小倉由布子 平０４ 西　美佐紀 平１１ 田中　徹

昭５１ 諏訪勝之 昭６０ 増田幸重 平０５ 野田　剛 平１１ 前田有里

昭５１ 西尾始郎 昭６１ 大谷啓之 平０５ 田辺有一 平１２ 張　永一

昭５１ 吉田卓美 昭６１ 五十嵐　陽 平０５ 新井章浩 平１２ 梅岡鉄平

昭５１ 秋山　豊 昭６１ 飯沼英崇 平０５ 内山雄介 平１２ 森　恵美子

昭５１ 小松崎敬彦 昭６１ 大西明彦 平０５ 藤原大志郎 平１２ 中村容子

昭５１ 篠田好造 昭６１ 上原　啓 平０５ 富永こずえ 平１３ 田中誉俊

昭５１ 竹内幸子 昭６１ 宇野　徹 平０５ 橋爪朋美 平１３ 柳沢奈津子

昭５２ 阪井義雄 昭６１ 長井純子 平０５ 中井聖子 平１３ 品谷綾子

昭５２ 大久保敏夫 昭６１ 上原貴久美 平０５ 高橋早苗 平１３ 松尾健太郎

昭５３ 木下直樹 昭６２ 土井正彦 平０６ 西村雅司 平１４ 雨森雄一

昭５３ 沢野義章 昭６２ 真下公利 平０６ 本　裕一郎 平１４ 横井秀英

昭５３ 茅嶋鉄雄 昭６２ 加藤文俊 平０６ 政金直人 平１４ 藤原由貴男

昭５３ 栗田　裕 昭６２ 三上浩嗣 平０６ 柳井　功 平１４ 吉田紗知

昭５３ 高橋広子 昭６２ 谷口　元 平０６ 伊藤海自 平１４ 三谷弘美

昭５４ 磯村信哉 昭６２ 坂本友理 平０６ 小池昌洋 平１４ 岡村春香

昭５４ 武谷芳直 昭６２ 田村美和 平０６ 細野雅歳 平１５ 渡邊　航

昭５４ 原　文比呂 昭６２ 綿田恭子 平０６ 江戸秀美 平１５ 藤本真理子

昭５４ 岩上　実 昭６３ 奥村　淳 平０６ 清水　弘 平１５ 山本真美

昭５５ 中上孝文 昭６３ 金井郁夫 平０６ 高島陽子 平１５ 米井沙織

昭５５ 諸橋寿之 昭６３ 高木　力 平０７ 内藤誠治 平１５ 石田　綾

昭５５ 諸橋寛之 昭６３ 広瀬潤一 平０７ 佐々木秀平 平１６ 五十嵐邦義

昭５５ 波多野智之 昭６３ 今泉達介 平０７ 中里史朗 平１６ 白井正信

昭５５ 井上哲三 昭６３ 小林俊介 平０７ 木坂明彦 平１６ 大炊御門憲嗣

昭５５ 中越郁子 昭６３ 河野みどり 平０７ 吉田昌平 平１６ 浅野潤二

昭５６ 赤羽雅樹 昭６３ 小沼美緒 平０７ 一貫田剛史 平１６ 高橋悠介

昭５６ 石川次義 昭６３ 広田有紀 平０７ 増田晴美 平１６ 西原哲夫

昭５６ 吉野　聡 平０１ 藤井誠一 平０７ 三川智子 平１６ 岡部麻衣

昭５６ 池谷幹雄 平０１ 阿部秀雄 平０８ 小玉康裕 平１６ 川田枝美子

昭５７ 林　哲 平０１ 長野昌幸 平０８ 福井直幹 平１６ 石原啓子

昭５７ 小島洋男 平０１ 岸　正浩 平０８ 蕪木和史 平１７ 大和田大輔

昭５７ 森　圭司 平０１ 東谷英一 平０８ 藤巻　恒 平１７ 下北宜弘

昭５７ 間瀬欽司 平０１ 岡安謙治 平０８ 宮沢哲央 平１７ 飯野　諭

昭５７ 伊奈　隆 平０１ 三浦弓子 平０８ 石原雅子 平１７ 宮池　誠

昭５７ 渥美　勝 平０１ 平野菜穂子 平０８ 牧野智穂子 平１７ 佐藤江里子

昭５７ 高橋明久 平０２ 堀尾忠孝 平０８ 日隈美由紀 平１７ 早川慶子

昭５７ 高松久美 平０２ 金子健一 平０８ 墨江弥生子 平１８ 古橋里志

昭５８ 田村　敬 平０２ 今井和広 平０８ 高橋美恵 平１８ 雨森由展

昭５８ 滝沢維世嗣 平０２ 松永　亮 平０９ 宮城竹志 平１８ 伊藤一哉

昭５８ 中園　敦 平０２ 饗庭孝広 平０９ 高坂成康 平１８ 塚本　輔

昭５８ 唐沢　毅 平０２ 杉本健太郎 平０９ 小山朋和 平１８ 中木　淳

昭５９ 清水伸一 平０２ 望月寛子 平０９ 根岸大造 平１８ 堀尾　晋

昭５９ 石手　靖 平０３ 大西孝幸 平０９ 伊藤功一 平１８ 松村　優

昭５９ 宮地　孝 平０３ 荒木克哉 平０９ 小畑弘明 平１８ 山村貴映

昭５９ 田中　順 平０３ 図司宏一 平０９ 神宮理恵 平１８ 池本典子

昭５９ 清水昌子 平０３ 鈴木一史 平１０ 原　知彰 平１８ 鈴木典絵

昭６０ 峯　信二 平０３ 関　岳洋 平１０ 河野哲平 平１８ 桑嶋亜紀奈

昭６０ 三浦良裕 平０３ 泉川祐子 平１０ 沼倉　雅 平１８ 和久井かおり

昭６０ 陳野祐治 平０４ 西山　猛 平１０ 末坂宏勝 平１８ 山本沙綾香

昭６０ 青木和繁 平０４ 森田匡彦 平１０ 高山慶子 平１９ 村田慎吾

昭６０ 本橋利浩 平０４ 藤沢昌彦 平１０ 金子清佳 平１９ 児玉啓海

昭６０ 成田康仁 平０４ 酒井基成 平１０ 若林由香 平１９ 浅野真映

昭６０ 吉田忠史 平０４ 堀口世紀 平１０ 菊池若葉 平１９ 小池裕太

昭６０ 東谷裕壮 平０４ 濱田英理子 平１１ 林　幸一郎 平１９ 平　昌生

昭６０ 青木芳清 平０４ 二井　麻子 平１１ 稲垣雅也 平１９ 高島泰明

昭６０ 成瀬郁子 平０４ 伊沢晶子 平１１ 久保田康史 平１９ 田中知樹

昭６０ 熊　治子 平０４ 能上麻子 平１１ 渡辺真誉 平１９ 平塚友暁

三田バレーボールクラブ会員名簿（２）



※赤字は故人

<問い合わせ先＞keiovb@hotmail.com

卒業 氏名 卒業 氏名 卒業 氏名 卒業 氏名
平１９ 松元泰裕 平２４ 川口礼佳 平２９ 池野谷輝 令０３ 加藤真

平１９ 望月俊介 平２４ 大森菜央 平２９ 池田裕哉 令０３ 清水柊吾

平１９ 米山友洋 平２４ 折笠　愛 平２９ 竹崎友美 令０３ 増田広樹

平１９ 高木雅子 平２４ 高橋沙織 平２９ 御手洗温子 令０３ 安部優波

平１９ 高野祐華 平２４ 和田佳名恵 平２９ 椎名美紀 令０３ 井出口はるな

平１９ 上田哲子 平２５ 間宮秀太 平２９ 新井麻友 令０３ 友成真由美

平１９ 高橋千春 平２５ 前田優介 平２９ 佐藤梨那 令０３ 矢野菜奈

平１９ 徳田菜保子 平２５ 佐藤洸史　 平３０ 増田拓人 令０４ 小出捺暉

平２０ 中村涼一 平２５ 金親大夢 平３０ 尾木　将 令０４ 勝呂亘

平２０ 谷口　剛 平２５ 片岡慎太郎 平３０ 戸川藍斗 令０４ 永田将吾

平２０ 石川淳也 平２５ 林　貴之 平３０ 黒田彪斗 令０４ 加藤靖丈

平２０ 小穴善智 平２５ 川村昌平 平３０ 佐藤康平 令０４ 軍司歩人

平２０ 須原基雄 平２５ 山本悠登 平３０ 佐藤宏哉 令０４ 谷舜介

平２０ 古川洋之 平２５ 村上拓也 平３０ 立木智大 令０４ 濱本健人

平２０ 村田　亘 平２５ 中出祥平 平３０ 長澤翔吾 令０４ 松川将大

平２０ 矢作拓也 平２５ 小林隆佑 平３０ 松尾壮一郎 令０４ 宮川郁真

平２０ 山崎友也 平２５ 市村拓也 平３０ 松岡　海 令０４ 高橋真帆

平２０ 千賀友里子 平２５ 影山千紘 平３０ 吉村達比古 令０４ 三浦麻莉子

平２０ 松崎杏里紗 平２５ 大塚理央 平３０ 植松彩香 令０４ 秋田愛

平２０ 大野梨紗 平２５ 大島瑠理子 平３０ 小林瑞歩 令０４ 照井静華

平２０ 石川千琴 平２６ 岡田拓巳 平３０ 中島静夏 令０４ 朴智民

平２１ 伊藤紘一 平２６ 前田滉介 平３０ 新井麻莉子

平２１ 後藤優也 平２６ 益田万太郎 平３０ 今岡里紗子

平２１ 原田　翼 平２６ 布川隆博 平３０ 及川　緑

平２１ 内田悦司 平２６ 棚橋真之 平３０ 合田有里

平２１ 宮内恵理 平２６ 星谷健太朗 平３０ 山下佳恵

平２１ 倉持和歌子 平２６ 七條真理 平３１ 伊藤祥樹

平２１ 田中汐理 平２６ 岩本枝里子 平３１ 加松　陽

平２１ 中原あゆみ 平２６ 鈴木詩織 平３１ 岩本龍之介

平２１ 日高麻理絵 平２６ 高根沢美輝 平３１ 林 大介

平２１ 平井道子 平２７ 柳田将洋 平３１ 湯通堂弘起

平２２ 井本隆文 平２７ 野口剛志郎 平３１ 黒坂麻莉子

平２２ 西村優吾 平２７ 稲田聡典 平３１ 菊地海帆

平２２ 伊藤貴哉 平２７ 岡本諒大 平３１ 佐瀬 琴美

平２２ 伊夫伎綾介 平２７ 成尾　陸 平３１ 平泉優奈

平２２ 小川健一郎 平２７ 小椋優吾 平３１ 増田果歩

平２２ 木谷晋也 平２７ 林　謙次 平３１ 菊池 葵

平２２ 住田香織 平２７ 丸谷将大 令０２ マルキナシム

平２２ 桂川夏美 平２７ 成田知里 令０２ 山田大智

平２２ 高野恵梨子 平２７ 折笠　舞 令０２ 富澤太凱

平２２ 田中美緒 平２７ 木藤真夕 令０２ 浦部連太朗

平２３ 小池聡司 平２７ 渡辺理夏 令０２ 片波見和輝

平２３ 鈴木陽太 平２８ 野瀬将平 令０２ 五味渕竜也

平２３ 坂本弥一 平２８ 吉田　純 令０２ 谷口聡

平２３ 祖父江隆文 平２８ 佐藤凜太郎 令０２ 本多一大

平２３ 藤井宏行 平２８ 諸橋泰良 令０２ 尾木佳純

平２３ 三浦勇介 平２８ 藪岡竣也 令０２ 小寺彩貴

平２３ 山枝　徹 平２８ 上田悠貴 令０２ 村井来路

平２３ 高田啓人 平２８ 田中友輝 令０２ 石川かほ

平２４ 渋谷隆太 平２８ 林　智之 令０２ 小高淑乃

平２４ 石川友規 平２８ 鈴木悠介 令０２ 白土恵

平２４ 是澤佳次郎 平２８ 谷川すみれ 令０２ 早舩瞳子

平２４ 瀬邊峰聖 平２８ 藤原千明 令０２ 野見山育実

平２４ 蜂須賀大輔 平２９ 上野素希 令０３ 吉田祝太郎

平２４ 森田聡一 平２９ 犬塚郁哉 令０３ 佐々木拓也

平２４ 能美亜衣 平２９ 布川智規 令０３ 樫村大仁

平２４ 芳賀礼佳 平２９ 清水拓朗 令０３ 赤川拓
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