
 



 

○お知らせ○お知らせ○お知らせ○お知らせ

平成２３年度の福工球友会総会および同窓会を下記のとおり開催いたします。ご多忙の折とは存じま

すが、出席のほどよろしくお願いいたします。

なお、出欠につきましては同封のハガキにて６月２４日（金）６月２４日（金）６月２４日（金）６月２４日（金）までご連絡をお願いいたします。

球友会総会球友会総会球友会総会球友会総会

日時　　　平成２３年７月２日（土）　１７時～平成２３年７月２日（土）　１７時～平成２３年７月２日（土）　１７時～平成２３年７月２日（土）　１７時～

場所　　　八仙閣本店（福岡市博多区博多駅前２丁目７－７ ℡　092-411-4141）

野球部同窓会野球部同窓会野球部同窓会野球部同窓会

日時　　　平成２３年７月２日（土）　１８時～平成２３年７月２日（土）　１８時～平成２３年７月２日（土）　１８時～平成２３年７月２日（土）　１８時～

場所　　　八仙閣本店（福岡市博多区博多駅前２丁目７－７ ℡　092-411-4141）

　　※会費５，０００円

○平成２２年度会費納入者の方○平成２２年度会費納入者の方○平成２２年度会費納入者の方○平成２２年度会費納入者の方

S15 許斐賢三 S53 野口賢治 H4 砥綿洋介 H20 鳥巣晃司 H23 稲津裕次郎

S17 一口孝久 S55 松瀬　博 H5 山田克洋 H20 髙木　亮 H23 小松悠平

S17 山口　肇 S55 下見世宏樹 H6 石田博明 H21 藤木翔大 H23 末吉亮太

S17 平原良輔 S55 薄　義隆 H7 西嶋憲明 H21 三嶋一輝 H23 髙田元輝

S18 田坂守成 S55 大谷　太 H8 田中　隼 H21 眞鍋　馨 H23 中村直哉

S20 井上秀雄 S56 石内哲生 H8 岸本哲治 H21 中島卓也 H23 箱田晃平

S23 松田義春 S56 簑原康宏 H9 池田憲明 H21 篠原拓矢 H23 馬場敦志

S25 奥　享 S57 吉村大介 H10 工藤　孝 H21 岡崎真幸 H23 藤江朋樹

S29 松嶋　裕 S57 安光徹雄 H10 河上信二 H22 森　武士 H23 松崎幸貴

S29 八木　実 S57 大久保行正 H10 牧　忠臣 H22 池元隆一 H23 浦志健人

S30 高田隼人 S57 藤瀬憲秀 H11 和多巧介 H22 秋田大輔 H23 金子玲央

S31 西原　彌 S57 緒方真史 H12 小野智昭 H22 竹山富康 H23 北川智貴

S32 堤田忠夫 S57 山口隆一郎 H13 吉水　寿 H23 鶴田和也 H23 小村祐輝

S32 関　勇生 S57 小柳好成 H16 吉村達也 H23 中井翔太郎 H23 酒井康平

S32 藤川匡之 S57 廣田国彦 H16 後藤統就 H23 大矢達彦 H23 末　大祐

S33 百田源七郎 S57 江藤雄二 H17 田中允信 H23 池田幸平 H23 手嶋　光

S35 藤川匡紀 S58 山本潤一 H17 坂口成人 H23 空閑善信 H23 馬場聡史

S40 後藤義之 S60 松本雄一 H18 小川良太 H23 黒川慶明 H23 福山竜馬

S41 西村俊二 S60 吉永秀伸 H19 向　隆行 H23 三浦貢司 H23 藤村一輝

S43 野田聖二 S61 白水英俊 H19 鳥飼竜太郎 H23 古川圭佑 H23 南　翔平

S47 川野芳一 S63 山崎隆律 H19 平山　悟 H23 青木勝也 H23 川原貴史

S51 逸見清隆 S63 井手博隆 H19 浅井康太 H23 梅木大夢 H23 佐藤文哉

S52 笹原義弘 H3 吉永　学 H20 田中邦彦 H23 久原俊哉 H23 中村祐太

H23 能登谷旭 敬省略

※　納入ありがとうございました！※　納入ありがとうございました！※　納入ありがとうございました！※　納入ありがとうございました！
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○新会員紹介○新会員紹介○新会員紹介○新会員紹介

このたび、平成２３年３月に福岡工業高校を卒業し球友会に入会されました３５名の新会員を
紹介いたします。新会員の若い力を加えて、現役野球部の更なる活躍と野球部創部１００周年
記念式典開催に向けて共に頑張ってまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

セ 鶴田　和也 志免 独立行政法人国立印刷局岡山工場

セ 中井　翔太郎 城南 （株）やまやコミュニケーションズ

ケ 大矢　達彦 那珂川南 進興設備工業（株）

キ 池田　幸平 宇美 （株）デンソー

キ 空閑　善信 宇美 日本タングステン（株）

キ 黒川　慶明 柏原 東洋水産（株）九州事業部

キ 三浦　貢司 長丘 日本文理大学経営経済学部経営経済学科

シン 古川　圭佑 宮竹 福岡大学経済学部産業経済学科

ジョ 青木　勝也 早良 東芝エレベータ(株)九州支社

ジョ 梅木　大夢 下山門 福岡日信電子（株）

ジョ 久原　俊哉 志免 京三電設工業（株）

カ 稲津　裕次郎 早良 凸版印刷（株）

カ 小松　悠平 香椎第一 麻生公務員専門学校

デ 末吉　亮太 早良 西日本プラント工業（株）

デ 髙田　元輝 平野 久留米大学文学部情報社会学科

デ 中村　直哉 野間 久留米大学文学部情報社会学科

デ 箱田　晃平 箱崎清松 西日本旅客鉄道(株)

デ 馬場　敦志 片江 ㈱ジェイアール西日本新幹線テクノス

デ 藤江　朋樹 原 シャープドキュメントシステム（株）

デ 松崎　幸貴 二丈 公務員ビジネス専門学校

トシ 浦志　健人 二丈 糸島消防署

トシ 金子　玲央 百道 久留米大学文学部情報社会学科

トシ 北川　智貴 志免 三軌建設（株）

トシ 小村　祐輝 二丈 （株）前川製作所　九州支店

トシ 酒井　康平 春吉 (株)竹中土木

トシ 末　大祐 柏原 （株）九建

トシ 手嶋　光 那珂川南 福岡医療専門学校

トシ 馬場　聡史 姪浜 東亜大学人間科学部スポーツ健康学科

トシ 福山　竜馬 宇美 飯田建設（株）

トシ 藤村　一輝 壱岐丘 松尾建設（株）

トシ 南　翔平 春日 長谷川体育施設（株）

デシ 川原　貴史 百道 西部ガスエネルギー（株）

デシ 佐藤　文哉 志免 西部ガス（株）

デシ 中村　祐太 姪浜 グローリー（株）

デシ 能登谷　旭 友泉 福岡医療専門学校

出身中 進路先
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○平成２３年度　会費納入のお願い○平成２３年度　会費納入のお願い○平成２３年度　会費納入のお願い○平成２３年度　会費納入のお願い

今年度の会費納入につきまして下記のとおりお願いいたします。昨年は現役野球部に１５万円ほどしか
支援することができませんでした。本年は現役野球部に頑張ってもらうためもっともっと応援活動を強
化していきたいと思っておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。
また、１００周年記念事業への寄付金も合わせてお願い申し上げます。

【振込先】【振込先】【振込先】【振込先】

口座・通帳記号　　　　　　　１７４５０

番号　　　　　　　　　６３０４２０４１

加入者名　　　　　　福岡工業高校球友会

【会費】【会費】【会費】【会費】

平成２３年卒業～平成１８年卒業の方 　３，０００円

平成１７年卒業～平成１３年卒業の方 　５，０００円

平成１２年以前卒業の方 １０，０００円

満７０歳に達した会員の方（名誉会員） 　５，０００円

【寄付】【寄付】【寄付】【寄付】

野球部創部１００周年事業に向けての寄付　　一口　１，０００円

　

　　　　　　　　　　　　　ゆうちょ銀行
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