
２０２１年7月期　稲門英語会　年会費納入者のお名前

(R０３年7月期） 　　（２０２０年８月1日から２０２１年７月３１日まで）

卒年             現金、郵便振替、銀行振込、銀行口座振替およびクレジットカード決済による納入者 卒年

昭和　 西暦
　30年 1955
　31年 小野田淳子 川端　良治 須藤宗一郎 靏田　公江 早川　守 松橋　功 1956
　32年 加藤　素夫 金光　平輝 塩見　健三 望月　泰道 1957
　33年 高鍬　春美 中田カヨ子 本井　孝至 百瀬　伸夫 1958
　34年 新居  誠 大野   功 垣本由紀子 神山　幸一 田中マユミ 土肥　英義 長房　正儀 中村　一栄 1959

宮村聖一郎

　35年 金井　利雄 川岸　高眞 小今　井寛 佐藤　明男 冨田　光彦 1960
　36年 天野　峯夫 伊東　照雄 平野　亨 福田　浩人 山下　寛二 1961
　37年 川上　矩生 児玉　士誠 佐香　武彦 佐藤　勤 清水　邦秋 新保　宗男 田島　勇 林　喬 1962

百瀬　久仁 横田　安正

　38年 阿部　達 有馬れい子 大倉　肇 大渡　肇 梶山　亨 河原　篤子 小作　昭子 坂井　馨 1963
佐藤　泰男 田口　隆志 田崎　徹 浜本　尚子 畑　廣子 広江　尚司 森　美紀子 古谷　俊爾

　39年 安斉　渥子 安斉　洋一 五十嵐起世子 小原　雄介 君和田正夫 奥田美代子 小倉　克久 川上　京介 1964
小柴慧次郎 小林　志郎 小林　宏 佐々木邦男 佐藤　淳子 佐藤　龍彦 島田　昌明 関　直彦

大道　諒輔 高橋　嗣雄 寺澤　捷 西口　勇 萩原　亞海 持田登美子 森田　宏次 吉田　忠

萬　肇 渡部　純代

　40年 浅香　夏子 北村　泰作 内木　孝一 坂田　幸夫 瀬戸口祥二 大工原正徳 高梨　勝也 田中　久雄 1965
花井　正徳 古家美智子 松村　誠 持田五三夫 諸井　清次 米田　敦 渡井　弘

　41年 青木　亮 青木　正義 伊藤　久夫 小泉　陽子 古藤　黎子 坂本　宏之 鈴木　陸保 高橋　泰子 1966
爪川　章 中村　勝年 橋本　族興 福澤　節三 山内　晴子 山内　正樹 米田　幹子

　42年 浅井　忠夫 池内　早苗 伊東　節績 大垣　嘉彦 刈田　光夫 斎藤美栄子 志岐　宏 関根　次郎 1967
髙島　征二 角田　章人 丸山  浩 村越　秋男 和田　吉弘

　43年 菊池　紀男 岸　栄洋 川越　昌平 上月  孝 志岐　忍 新谷　綾子 高須　武男 1968
　44年 秋山　京子 浅井　好弘 井上　武 小倉　雅子 片山　郁夫 小谷野俊夫 高橋　憲子 坂　庸子 1969

堀江　明 三寺　昭雄 皆川　哲男 宮崎　義治 宮永和歌子

　45年 稲村　重信 大塚　良彦 斉藤　恵子 佐々木　茂 藤野　隆 真崎　晃郎 真崎美那子 1970
　46年 石川　幸男 植木  彰 岡田　俊雄 鈴木　仁 宮本　直人 1971
　47年 鏡　俊一 鏡　文子 国分　豊 齋藤　隆宗 酒井　荘多 宿谷　直樹 福島　和久 本田　博 1972

脇若　英治

　48年 大友　精次 鐘築  優 川俣　喜昭 小寺　強 関　全男 戸倉　敏夫 橋本　良介 松岡　光一 1973
松原　晴幸 毛利　憲勝 吉川　通子

　49年 平野　勝正 1974
　50年 伊東　克彦 伊東由紀子 小倉　雅博 片野　光裕 鬼頭　弘 小松　寿 新開　庸隆 高橋百合子 1975

角田千鶴子 時友　哲也 錦織　明 濱村　康彦 三浦　豊

　51年 梅田　和彦 大部　基和 河本　英規 栗原　成美 杉山  清 戸川　哲郎 中原　史裕 光永　仁 1976
山田　御酒 吉岡　克則 渡辺　修哉

　52年 安東　由文 小久保　宏 福田　正彦 依田　博 藤田　祐治 1977
　53年 坂口　肇 島田　哲夫 下島　雅幸 平松　昌雄 藤場　芳子 山本　裕子 1978
　54年 池田　正彦 井澗　誠 板谷　稔 亀岡　生長 大塚　正之 柏澤由紀一 小峯　修 志道　秀晃 1979

田中　優行 種村　隆久 西尾比呂也 廣田　崇行 布施　直人 吉永　昌生

　55年 有田　玲子 1980
　56年 石山　修 鴨田　成司 曽我　正博 高木　敦司 余語　裕子 米田　力 1981
　57年 熊本　秀子 駒田　一彦 嶋田　太郎 真銅竜日郎 真銅　初子 筒井　隆司 中本　尚志 山田　耕平 1982
　58年 小川　武彦 奥　昭敏 谷口　彰 栃尾　雅也 原川　知子 久野　芳克 古田　修嗣 細井　聡一 1983

南　正人

　59年 井上久美子 伊丹　陽子 金子　克之 山野千鶴子 1984
　60年 細井　美奈 1985
　61年 岩佐　晋一 尾形　和彦 鯨井　勝 白羽　弘 富岡　宏修 平井　修史 三島　拓哉 1986
　62年 岡　晃一 沢登　信良 中島　秀幸 長澤　克雄 三藤　智之 1987
　63年 遠藤　淳一 小林　浩樹 佐野　慶一 1988
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平成 西暦
　　元年 青井　千穂 石川　隆信 束原　俊哉 古谷　明彦 1989
　　2年 池上　重輔 田窪　伸郎 平尾　潔 若林　英知 1990
　　3年 久原　佳之 丸山　晃 渡辺　和彦 1991
　　4年 大木　崇 田村　昌義 1992
　　5年 井上　敦子 豊田　成穂 1993
　　6年 葛岡友紀子 服部　美杉 1994
　　7年 宇野　昌紀 北迫　泰行 上月　大 土谷　敦 森澤　文衛 山田　英明 1995
　　8年 澤　朋宏 北迫　恵子 1996
　　9年 佐藤　弘康 1997
　　10年 後藤　大 1998
　　11年 1999
　　12年 茂垣 哲雄 2000
　　13年 工藤　知巳 冨士原透吾 2001
　　14年 2002
　　15年 神野　耕平 木村悠一郎 倉内　英明 白井　亮 菅野　崇亮 2003
　　16年 2004
　　17年 飯田　和孝 石垣　悟 塚越　翔五 豊島　尊法 廣野　一誠 2005
　　18年 岡本　茜 影島　由佳 瀬戸　佳子 野田賢太郎 服部　瑞季 安田　大祐 2006
　　19年 久志本　岳 三瓶　和大 田渕　純 2007
　　20年 2008
　　21年 2009
　　22年 飯塚　洋平 伊崎　達朗 藤永　諒輔 2010
　　23年 青木　真人 川瀬　諒 橋本　圭史 目次　慧伍 2011
　　24年 萬治　慧介 2012
　　25年 2013
　　26年 2014
　　27年 原　良輔 2015
　　28年 永井　陸人 西内　優果 2016
　　29年 末吉浩一朗 2017
　　30年 2018
　　31年 2019
令和 西暦
　　2年 2020
　　3年 2021

(合計335名）
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