
OB・OG 会報における会費・駅伝寄付者の掲載漏れのお詫び 

 

謹啓 

 年の暮れを迎え、順天堂大学陸上競技部 OB・OG 会の皆様におかれましては

益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 本会 12 月の会報におきまして、会費納入者および駅伝寄付者の掲載に記載漏

れがございました。会費および駅伝寄付を頂きましたにもかかわらず、ご氏名が

掲載されませんでした OB・OG の方々に深くお詫び申し上げます。 

 この度、記載漏れを生じてしまいました方々のご氏名を遅れながら掲載させ

ていただきます。 

今後も変わらぬご支援、ご声援を賜りますようお願い申し上げます。 

謹白 

 

順天堂大学陸上競技部 OB・OG 会 

 事務局 juntendoobog@yahoo.co.jp 



北海道 石栗 強 千葉県 原田 眞弘 長野県 高野 伸一

北海道 越智 武 千葉県 福井 修 富山県 永生 真樹

北海道 赤尾 全廣 千葉県 臼井 淳一 富山県 飯村 祐一

宮城県 高子 盛一 千葉県 中村 大志 福井県 澤山 貴一良

宮城県 堀 健太郎 千葉県 隅坂 道昭 静岡県 松川 久

秋田県 羽角 陽一 千葉県 佐藤 浩二 静岡県 岡澤 寿明

山形県 遠藤 久 千葉県 川崎 勇二 静岡県 琴岡　 義規

福島県 山形 貞雄 千葉県 高橋 健一 愛知県 南 和夫

福島県 佐藤 信行 千葉県 佐藤 直人 愛知県 松田 克彦

福島県 佐藤 正夫 千葉県 清野　 和也 滋賀県 勝井 邦彦

福島県 菅野 悟史 千葉県 仲田　 篤孝 滋賀県 長谷川 真一郎

福島県 小松 順衛 千葉県 村田　 亮馬 滋賀県 前田 光治

福島県 添川　 隆博 千葉県 豊岳　 大樹 大阪府 近西 弘行

茨城県 高野 誠 千葉県 松本 　行矢 兵庫県 串間 哲夫

茨城県 高楠 康浩 千葉県 西川 　真由 和歌山県 中 公之

茨城県 松本 毅 東京都 脇 徹 和歌山県 氏野 修次

茨城県 難波 　皓平 東京都 音海 紀一郎 鳥取県 勝部 将之

栃木県 飯塚 純夫 東京都 斎藤 伸一 鳥取県 加嶋 秀

栃木県 大竹 裕則 東京都 岩澤 健一 鳥取県 福井 輔

栃木県 伊澤 誠 東京都 濱野 敏英 島根県 吉川 正展

栃木県 川口 晴実 東京都 中村 要一 岡山県 土田 豊

群馬県 五十嵐 仁 東京都 沼澤 秀雄 広島県 西 雅博

埼玉県 佐藤 英夫 東京都 安藤 斗志也 香川県 宮本章壽

埼玉県 鎌田 保則 東京都 行武 茂 香川県 高橋 利彰

埼玉県 神田 良太郎 東京都 金 尚龍 徳島県 仲田 雅秀

埼玉県 川田 雅之 東京都 吉野 静香 高知県 下坂 克人

埼玉県 大豆生田 透 東京都 大野 元毅 福岡県 森山 正治

埼玉県 濱野 健 東京都 安永 沙織 福岡県 玉江 和義

埼玉県 畦田 恒洋 東京都 田中 智也 福岡県 岩室　　 誠

千葉県 能瀬 豊 神奈川県 大塚 癸未男 熊本県 拾雄 正光

千葉県 押尾 陽 神奈川県 澤田 昭一 熊本県 平川 貴浩

千葉県 寺田 惣一郎 神奈川県 中村 典之 熊本県 守田 浩一

千葉県 井上 忠夫 神奈川県 澤野 悠大 宮崎県 井上 敏

千葉県 松尾 正敏 新潟県 角山 俊文 鹿児島県 川井田 茂

千葉県 三浦 文雄 新潟県 外山 昇 鹿児島県 内野 朗

千葉県 塩原 正一 新潟県 和田 紀明

千葉県 佐久間 和彦 長野県 白鳥 隆夫 計109名

OB・OG会会費納入者一覧



卒年 氏名 卒年 氏名

31 脇 徹 54 川口 晴実

35 能瀬 豊 55 臼井 淳一

36 角山 俊文 55 中村 大志

36 光永 英彦 55 西 雅博

37 松川 久 56 下坂 克人

40 押尾 陽 56 隅坂 道昭

40 寺田 惣一郎 56 福井 輔

41 大塚 癸未男 57 近西 弘行

41 白鳥 隆夫 58 内野 朗

42 井上 忠夫 58 大豆生田 透

42 勝部 将之 58 佐藤 浩二

42 中 公之 59 伊東 謙二

44 斎藤 伸一 60 川崎 勇二

44 澤田 昭一 60 佐藤 信行

44 澤山 貴一良 61 沼澤 秀雄

45 岩澤 健一 63 高楠 康浩

45 川井田 茂 H4 玉江 和義

45 串間 哲夫 H5 澤口 功

45 森山 正治 H6 高野 伸一

46 石栗 強 H6 和田 紀明

47 飯塚 純夫 H7 金 尚龍

47 長柄 栄 H9 濱野 健

47 松尾 正敏 H9 菅野 悟史

48 高野 誠 H19 仲田 雅秀

48 三浦 文雄 H21 仲田　 篤孝

49 塩原 正一 H23 琴岡　 義規

49 濱野 敏英 H25 豊岳　 大樹

50 越智 武 R1 難波 　皓平

50 佐久間 和彦 R1 室橋 健太郎

50 中村 典之

51 五十嵐 仁

52 勝井 邦彦 計62名

53 中村 要一

       箱根駅伝寄付者一覧


