
この度、平成27年3月に福工を卒業し、球友会に入会されました新会員を紹介いたしま
す。新しい力を加えて、現役野球部の更なる活躍のため、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。
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福工球友会事務局発行

発行責任者 大谷 太

1

発行編集者 山﨑 隆律

昭和55年卒業　大谷　　太◯会長挨拶◯会長挨拶◯会長挨拶◯会長挨拶

球友会新聞（第２０号）球友会新聞（第２０号）球友会新聞（第２０号）球友会新聞（第２０号）

青々とした新緑が目に眩しい季節、会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこ
ととお喜び申し上げます。
また、日頃よりいろいろと球友会の運営に対しまして、ご理解・ご協力を賜り、心から
お礼申し上げます。
さて、プロ野球も開幕して２ヶ月近くたちました。本校野球部ＯＢの日本ハムファイ
ターズ 中島卓也選手は、開幕１軍を勝ち取るとともに、遊撃手のレギュラーとして、大
活躍をしております。また、横浜ＤｅＮＡベイスターズの三嶋一輝投手も、早くも3勝を
上げ（5月10日現在）昨年の悔しさを糧に、先発ローテーション入りを果たし、奮闘して
います。ＯＢ二人の今後更なる活躍が楽しみになってきました。
現役の選手たちにも、この二人の活躍する姿を見て、発奮していただき、練習・試合に
生かして頂きたいと思います。そして夏の大会までには、福工野球伝統のピッチャーを
中心に、しっかりとした守りを確立し、選手権大会で大暴れしてもらいたいと思いま
す。
会員の皆様も大いに期待していただき、暖かいご声援をお願い致します。
最後に会員の皆様の今後益々のご発展とご健勝を心よりお祈り申し上げます。

○新会員紹介○新会員紹介○新会員紹介○新会員紹介

魚形　健太 ㈱タカヤマ 井形　圭佑 西部電気工業㈱

榎　 海豊 公務員（航空自衛隊） 神代　勇敏 ㈱九電工

川島コナン トヨタ紡織九州㈱ 立石　将貴 崇城大学

黒川　尚輝 公務員（陸上自衛隊） 野田　雅人 国際医療福祉大学

武田伸太郎 三和シャッターサービス工業㈱九州地区事業部 堀 　聖太 ハウス食品㈱福岡工場

砥綿　連司 公務員（陸上自衛隊） 前畑遼太朗 公務員（東京都庁）

南里　大将 ㈱デンソー 松本　幸広 ㈱関電工

樋口　瑛斗 西部ガス設備工業㈱ 宮原　世成 ㈱シミズ・ビルライフケア九州

山下　友輝 大原公務員専門学校 基永　 樹 旭興産㈱

古賀　柊人 ㈱ユニテックス 由布　憲成 西部電気工業㈱

田﨑 　智 ㈱未来図建設 金本　渉平 公務員（自衛隊）

安楽　風希 麻生公務員専門学校 木村　直哉 九州電力㈱

平山　聖也 西部ガス㈱ 坂本　 駿 (財)休暇村協会「休暇村志賀島」

溝口　直樹 新日鐵住金㈱八幡製鐵所 白石　兼也 SMCシビルテクノス㈱

進学 田中 　力 日本経済大学 原田　 篤 麻生公務員専門学校

野上 　哲 富士重工業㈱群馬製作所 藤川　凌輔 九州産業大学

溝部　直輝 麻生公務員専門学校 電子工学 内藤　拓己 ㈱トッパンマテリアルプロダクツ福岡工場

環境 緒方　太地 沖データコンピュータ教育学院 染織 稙田　美憂 ㈱サンデリカ福岡事業所

染織

建築

機械工学

情報工学

電気工学

都市工学
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【日　時】　　平成27年6月27日（土）　≪総　会≫17時～≪総　会≫17時～≪総　会≫17時～≪総　会≫17時～

 ≪懇親会≫18時～≪懇親会≫18時～≪懇親会≫18時～≪懇親会≫18時～

【場　所】　　福新楼福新楼福新楼福新楼

【会　費】　　5,000円

（平成27年卒及び学生の方は、3,000円といたします。）
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◯平成27年度球友会総会及び懇親会開催のお知らせ◯平成27年度球友会総会及び懇親会開催のお知らせ◯平成27年度球友会総会及び懇親会開催のお知らせ◯平成27年度球友会総会及び懇親会開催のお知らせ

平成27年度の福工球友会総会及び懇親会を下記のとおり開催いたします。
ご多忙と存じますが、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19日（金）6月19日（金）6月19日（金）6月19日（金）までにご連絡いただきま
すようお願いいたします。

（福岡市中央区今泉1-17-8　TEL0120-2946-01）



【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27年卒業～平成22年卒業の方 　３，０００円

平成21年卒業～平成17年卒業の方 　５，０００円

平成16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

◯平成26年度会費納入者◯平成26年度会費納入者◯平成26年度会費納入者◯平成26年度会費納入者

○平成27年度会費納入のお願い○平成27年度会費納入のお願い○平成27年度会費納入のお願い○平成27年度会費納入のお願い

【各種お問合せ】【各種お問合せ】【各種お問合せ】【各種お問合せ】
　事務局（石田（Ｈ6卒））連絡先　事務局（石田（Ｈ6卒））連絡先　事務局（石田（Ｈ6卒））連絡先　事務局（石田（Ｈ6卒））連絡先
　　[携帯番号]　　[携帯番号]　　[携帯番号]　　[携帯番号]
　　　090-4512-9930　　　090-4512-9930　　　090-4512-9930　　　090-4512-9930
　　[メールアドレス]　　[メールアドレス]　　[メールアドレス]　　[メールアドレス]
　　　ishi@kvf.biglobe.ne.jp　　　ishi@kvf.biglobe.ne.jp　　　ishi@kvf.biglobe.ne.jp　　　ishi@kvf.biglobe.ne.jp
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※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。 （敬称略）

ゆうちょ銀行

平成27年度の会費納入につきましては、次のとおりとなっております。
現役野球部に頑張ってもらうため、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。

※払込み請求書は、事務処理上、既に今年度の年会費を納入いただい
　た皆様にも送付しております。納入がお済の皆様は、破棄をお願い
　いたします。

卒業年 氏名 卒業年 氏名 卒業年 氏名 

昭和１５年卒 許斐　賢三 昭和６０年卒 吉次　隆志 平成２２年卒 川畑翔太郎
昭和１７年卒 山口　　肇 昭和６１年卒 小田　修児 平成２３年卒 三浦　貢司
昭和１７年卒 一口　孝久 昭和６１年卒 井上    勲 平成２３年卒 小松　悠平
昭和１８年卒 田坂　守成 昭和６２年卒 松田　哲史 平成２３年卒 中村　直哉
昭和２０年卒 井上　秀雄 昭和６３年卒 山﨑　隆律 平成２３年卒 馬場　聡史
昭和２５年卒 奥      亨 平成　５年卒 山田　克洋 平成２４年卒 的野　圭将
昭和２９年卒 松嶋    裕 平成　６年卒 石井　大一 平成２４年卒 中原　裕紀
昭和３０年卒 水崎　良一 平成　６年卒 石田　博明 平成２５年卒 古川　卓斗
昭和３１年卒 荒木　文雄 平成　７年卒 西嶋　憲明 平成２５年卒 松永　憲祐
昭和３１年卒 西原    彌 平成１０年卒 牧　  忠臣 平成２５年卒 男澤　賢祐
昭和３２年卒 関　　勇生 平成１０年卒 安武隆之輔 平成２５年卒 乙女　薫平
昭和３２年卒 藤川　匡之 平成１０年卒 禅院　洋助 平成２５年卒 佐藤　永佳
昭和３５年卒 藤川　匡紀 平成１０年卒 高山    浩 平成２６年卒 太田　滉二
昭和３５年卒 片山　信行 平成１０年卒 宗    泰裕 平成２６年卒 中山　達朗
昭和４１年卒 入江　惇夫 平成１１年卒 和多　巧介 平成２６年卒 松尾　弘樹
昭和４１年卒 甲木 哲二 平成１６年卒 吉村　達也 平成２６年卒 田上　颯人
昭和４１年卒 西村　俊二 平成１７年卒 張　　端佑 平成２６年卒 福岡　邦雄
昭和４３年卒 野田　聖二 平成１８年卒 小川　良太 平成２６年卒 坂元　克成
昭和４７年卒 川野　芳一 平成２０年卒 村上　太亮 平成２６年卒 坂本　　光
昭和５１年卒 逸見　清隆 平成２０年卒 田中　邦彦 平成２６年卒 篠澤　壮一
昭和５３年卒 野口　賢治 平成２１年卒 眞鍋　　馨 平成２６年卒 古賀　志仁
昭和５５年卒 下見世宏樹 平成２１年卒 藤木　翔大 平成２６年卒 山本　悠意
昭和５５年卒 大谷    太 平成２１年卒 岡崎　真幸 平成２６年卒 宇井　晃太
昭和５５年卒 松瀬    博 平成２１年卒 井上  　将 平成２６年卒 堤　　大志
昭和５５年卒 薄    義隆 平成２１年卒 中井　彩加 平成２６年卒 西　　　流
昭和５６年卒 西浦　純一 平成２１年卒 多田羅幹樹 平成２６年卒 木原正太郎
昭和５６年卒 仙波　勝敏 平成２１年卒 中島　卓也 平成２６年卒 久保　祐樹
昭和５７年卒 安光　徹雄 平成２１年卒 安武　孝紘 平成２６年卒 柴田　史也
昭和５７年卒 江藤　雄二 平成２１年卒 有吉　文彬 平成２６年卒 鈴木　　望
昭和５７年卒 山口隆一郎 平成２１年卒 篠原　拓矢 平成２６年卒 魚住　翔太
昭和５７年卒 吉村　大輔 平成２１年卒 砥綿　拡史 平成２６年卒 小川周太郎
昭和５７年卒 大久保行正 平成２１年卒 小浦　　朗 平成２６年卒 木村　大介
昭和５７年卒 小柳　好成 平成２１年卒 谷上　登康 平成２６年卒 藤井　佑太
昭和５７年卒 廣田　国彦 平成２１年卒 栗原　大樹 平成２６年卒 松原　悠太
昭和５８年卒 山本　潤一 平成２１年卒 三嶋　一輝 平成２６年卒 馬渡祥一郎
昭和６０年卒 松本　雄一 平成２２年卒 平塚　健太 平成２６年卒 秦　絵梨花

昭和６０年卒 髙田　泰人 平成２２年卒 山口　勝己


