
平成1７年度　総会(５/２１)参加者名簿

1 下田博次 群馬大学　社会情報学部

2 小崎誠二 奈良県立橿原高等学校

会長 3 奥田三郎 大阪国際大和田中高等学校

4 白川雄三 大阪学院大学

5 長尾　尚 大阪信愛女学院短期大学

6 市川隆司 大阪信愛女学院短期大学

7 中野由章 千里金蘭大学

8 川崎初治 飛翔館高等学校

9 津田郁夫 大阪薫英女学院高校

10 飯田英佳 四條畷学園高等学校

11 池田竜司 上宮高等学校

12 米田謙三 羽衣学園高等学校

13 村上　徹 精華高等学校

14 今井隆史 明浄学院高等学校

15 小林直行 清教学園中高等学校

16 辻　陽一 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校

17 小池崇司 プール学院高等学校

18 林恵美子 プール学院高等学校

19 内池憲治 長尾谷高等学校

20 松本宗久 大阪学院高等学校

21 高橋　望 東海大学付属仰星高等学校

22 岡本弘之 聖母被昇天学院中学校高等学校

23 吉田泰明 大阪国際大和田中高等学校

24 三村忠之 四條畷学園高等学校

25 小塙明日香 園田学園中学校・高等学校

26 汐崎可寿美 岸和田市立産業高等学校

27 鈴木勝之 京都聖カタリナ女子高等学校

28 森本哲哉 堺女子高等学校

29 川上龍太郎 四天王寺羽曳丘高等学校

30 川西寿美子 私学人研

31 吉田拓也 樟蔭高等学校

32 仲宗根マリ 樟蔭高等学校

33 藤原俊治 樟蔭高等学校

34 古野友子 樟蔭中学校

35 三品浩信 樟蔭中学校

36 渡会　敦 樟蔭中学校

37 田中智和 上宮高等学校

38 山下義則 神戸国際大学附属高等学校

39 中西祥彦 神戸常盤女子高等学校

40 田中智嗣 大阪女子高等学校

41 好永保宣 大阪女子短期大学高等学校

42 西本真治 大阪女子短期大学高等学校

43 多田　晃 大阪電気通信大学高等学校

44 白石　新 大阪電気通信大学高等学校

45 加藤幸一 大阪府立交野高等学校

46 吉村剛志 大阪府立春日丘高等学校

47 浜崎眞吉 大阪府立松原高等学校

48 竹内健二 大阪府立成城高等学校

49 植田隆巳 大阪府立大手前高等学校

50 白川美希 追手門学院中・高等学校

51 村上　晋 天王寺学館高等学校

52 阿部守勝 東海大学付属仰星高等学校

53 馬場裕介 東海大学付属仰星高等学校

54 上野信一郎 桃山学院高等学校

55 野宮尊志 八洲学園学校　

56 松岡克己 北陽高等学校

57 松本明子 明浄学院高等学校

58 伊地智咲 明浄学院高等学校

59 藤條真知子 明浄学院高等学校

60 野口仁志 明浄学院高等学校

61 村嶋節子 浪速中高等学校

62 成瀬浩健 京都女子高等学校
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63 宮浦修造 須磨学園中学校

64 寺田智久 城南学園高等学校

65 名手智紀 啓光学園中・高等学校

66 松本真生子 仁川学院

67 山川加奈子 宝塚北高校　保護者

68 杉崎忠久 奈良県立大淀高等学校

69 足立　崇 長尾谷高等学校

70 塚本雅三 興国高等学校

71 船田智史 樟蔭高等学校

72 冨田晶子 市立西宮高等学校

73 馬野元生 大阪府立池島高等学校

74 木原和代 宣真高等学校

75 禅定佳隆 大阪工業大学高等学校

76 松本茂一 大阪女子高等学校

77 古山志帆 八洲学園高等学校

78 小都栄一 村上学園東大阪大学柏原高等学校

79 猪飼涼介 関西大学大学院

80 坂田篤志 関西大学大学院

81 小島千紗都 関西大学総合情報学部

82 阪本恵理 関西大学総合情報学部

83 上銘香苗 関西大学総合情報学部

84 直川雅史 関西大学総合情報学部

85 中原亞希 関西大学総合情報学部

86 藤原清隆 パナソニックSSマーケティング(株)

87 平井匡典 パナソニックSSマーケティング(株)

88 高橋和也 パナソニックSSマーケティング(株)

89 伊佐治靖 富士電機ITソリューション（株）

90 日野清治 泉株式会社

91 河島靖夫 日本文教出版株式会社

92 三浦智 日本文教出版株式会社

93 海野洋太 日本文教出版株式会社

94 池田正浩 日本文教出版株式会社

95 大西健太 日本文教出版株式会社

96 上田孝二 開隆堂出版株式会社

97 垣内亜佐子 株式会社キャリアリンク

98 吉澤秀樹 株式会社キャリアリンク

99 藤川博史 実教出版株式会社

100 高坂英史 実教出版株式会社

101 萩森俊春 実教出版株式会社

102 鈴木　剛 実教出版株式会社

103 内倉祐基 実教出版株式会社

104 在間修身 実教出版株式会社

105 市村信昭 （株）内田洋行

106 小山誠人 大阪ウチダシステム（株）

107 坂本尊志 日本ベリサイン株式会社

108 安井廣由 日本ベリサイン株式会社

109 若井登喜雄 泉株式会社

110 岩谷英志 産経新聞社

111 由上泰幸 コクヨ近畿販売株式会社

112 樋野行平 日本文教出版株式会社

113 岡田　洋 大阪ウチダシステム㈱

114 田中康晴 大阪ウチダシステム株式会社

115 野中政嗣 日立ソフトウエアエンジニアリング（株）

116 水野秀三 一橋出版株式会社

117 神代 一橋出版株式会社

118 四元 一橋出版株式会社

119 安食歌純 イルガラージュ（株）

120 北田孝一 リコー関西（株）

121 中井庄一 リコー関西（株）

122 大坪靖典 リコー関西（株）

123 寺田重一 リコー関西（株）

124 羽原　治 リコー関西（株）

125 高橋弘明 リコー関西（株）

126 薮内　明 リコー関西（株）
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