
役　職 役　職

会 長 高全 18 鬼塚　　 春光 常 任 理 事 高全 22 青木　 知恵子

高全 15 飯田　 恵津子 高全 23 中村　　 稔

高全 20 秋吉　　 正一 高全 24 白水　　 重孝

高全 21 高橋　 裕司 高全 25 廣田　 勝弥

高全 23 関井　 利夫 高全 26 大塚　　 朗

高全 25 中野　　 雅彦 高全 27 深町　　 好美

高全 32 渡邊　 美穂 高全 28 甫足　　 邦生

高全 6 村田　　　安幸 高全 29 松田　　 和男

相 談 役 高全 9 岡　　　 久凱 高全 30 楢木　　 孝一

女 20 藤　　 　 智恵 高全 31 藤　　 武志

女 29 陶山　　 雪代 高全 32 出来　　 和美

事 務 局 長 高全 39 佐藤　　 章成 高全 33 下佐古　 崇司

高全 28 日隈　　 真弓 高全 34 畑村　　 俊樹

事務局担当 高全 35 若山　　 みどり 高全 35 藤　　　 靖志

常 任 理 事 高全 44 横屋　 信夫 高全 36 井手　　 謙二

高全 45 高野　　 寛嗣 高全 37 引地　　 健司

常 任 理 事 女 19 鬼倉　　 公代 高全 38 橋口　　 親一

女 30 中村 君枝 高全 39 楢木　　 英幸

高全 3 浦部 ミドリ 高全 40 中島　　 義徳

高全 4 今田　　 敬輔 高全 41 橋川　　 史典

高全 5 井上　　 龍樹 高全 42 堀　　  修一朗

高全 6 山城　　 高常 高全 43 堀　　　 政宏

高全 7 中原　　 英一 高全 44 隈﨑　  啓一郎

高全 8 木下　　 隆介 高全 45 中野　　 雅之

高全 9 本田　　 重幸 高全 46 榊原　　　優

高全 10 金丸　　 公彦 高全 47 平石 洋介

高全 11 松尾　　 徹也 高全 48 大垣 健一

高全 12 高良　　 英征 高全 49 角田　 航

高全 13 高嶋 哲夫 高全 50 村津　　　卓二卓二

高全 14 森崎　 九州男 太宰府支部長 高全 7 江登　 正宣

高全 15 吉原 丈夫 東京同窓会長 高全 16 波多江 克己

高全 16 日下部　 伸子 関 西 支 部 長 高全 20 石橋　　 幸次

高全 17 木村　　 敏美 大野城支部長 高全 17 藤 嘉昭

高全 18 大神　　 きくゑ 監 事 高全 15 和田　 健作

高全 19 木村　　 洋 高全 33 井上　  恵美子

高全 20 田代　 邦夫 事 務 局 高全 29 梶谷 裕子

高全 21 浅海　　 順二

福岡県立筑紫中央高等学校　同窓会役員名簿

回生 氏　　名 回生 氏　　名

副 会 長


