
青山　順　様 市橋　教昭　様 太田　豊　様 蔭地　陽介　様
赤部　佳夫　様 伊藤　邦典　様 大塚　道代　様 風間　健裕　様
浅田　育孝　様 伊藤　隆好　様 大西　宰士郎　様 樫葉　修　様
浅野　武司　様 伊藤　晃充　様 大西　隆　様 樫本　文雄　様
朝日　昭二　様 伊藤　智康　様 大西　建夫　様 片岡　徳継　様
朝山　真子　様 伊藤　英明　様 大西　利雄　様 片山　久江　様
東　浩一　様 稲山　美代子　様 大西　正記　様 加貫　順三　様
足立　上治　様 稲生　聡史　様 大野　聡　様 加藤　勝　様
足立　賴彦　様 井上　哲也　様 大野　均　様 加藤　康夫　様
安積　靖　様 井上　朋彦　様 大場　正造　様 金岡　俊治　様
阿野　好一　様 井上　亮司　様 大橋　克次　様 金澤　孝紀　様
安部　祥生　様 射場　秀雄　様 大橋　勝利　様 金田　昇　様
阿部　真也　様 井原　京子　様 大森　圭一　様 金野　豊善　様
阿部　進　様 伊原　聖治　様 岡田　光司　様 鎌苅　剛司　様
安部　芳政　様 今井　謙一　様 岡田　耕平　様 神尾　博巳　様
天野　隆祐　様 今村　友紀　様 緒方　卓也　様 上谷　則行　様
荒井　啓之　様 井村　誠　様 岡田　弘行　様 亀島　理広　様
荒内　紀代美　様 井村　行宏　様 岡村　幸嗣　様 亀田　一俊　様
荒木　壮治　様 芋縄　隆史　様 岡村　隆　様 柄谷　良基　様
有馬　徳幸　様 岩崎　和朗　様 岡本　昌泰　様 河井　康人　様
有馬　寛　様 岩田　勝　様 岡山　武　様 川上　剛　様
安藤　賢治　様 岩橋　隆夫　様 小川　和夫　様 川上　宏　様
飯田　実　様 岩村　憲一　様 小川　一幸　様 川崎　和美　様
井川　一郎　様 宇恵　弘純　様 小川　富章　様 川﨑　圭介　様
生島　義輝　様 上北　将人　様 荻堂　博史　様 川嶋　俊彦　様
生間　敏弘　様 上杉　佳史　様 沖本　貴司　様 川本　哲也　様
池内　啓三　様 上田　潔　様 奥井　昭範　様 完山　栄　様
池田　稔由　様 植田　光雄　様 奥田　勝彦　様 木内　幹雄　様
石井　國男　様 上田　祐司　様 奥田　惠造　様 菊池　薫　様
石井　博　様 植田　芳光　様 奥野　達雄　様 岸田　幸弘　様
石川　英姿　様 上原　洋允　様 奥村　正之　様 岸本　明夫　様
石川　勝彦　様 宇口　禎彦　様 奥山　善太　様 木田　勝也　様
石川　亨　様 宇野　耕二　様 奥山　満夫　様 北　靖久　様
石下　博一　様 梅川　勝彦　様 桶田　善史　様 北尾　薫清　様
石田　彰博　様 梅若　裕晃　様 長　将司　様 北川　紀太郎　様
石田　勝浩　様 浦谷　大吉　様 尾崎　泰輔　様 北川　富三　様
石田　晋一　様 江口　芳美　様 尾﨑　正明　様 北川　直和　様
石田　貴己　様 江坂　邦彦　様 尾崎　吉高　様 北田　伸治　様
石田　富雄　様 恵荘　良樹　様 小笹　正嗣　様 北田　裕彦　様
石田　英次　様 榎木　芳孝　様 尾下　明美　様 北野　秀樹　様
石野　貴史　様 往西　丈夫　様 小田　賢　様 北原　正浩　様
石橋　英久　様 大内　邦弘　様 小野田　高志　様 木下　髙臣　様
石橋　義秀　様 大上　良樹　様 小畑　義宏　様 木下　弘　様
石原　俊彦　様 大川　次郎　様 海藏寺　浩　様 木村　憲治　様
石山　幸治　様 大窪　治子　様 香川　英世　様 木村　昌三　様
石山　博康　様 大桑　祥嗣　様 垣内　輝資　様 木村　倫子　様
井関　吉郎　様 大嶌　征次　様 鍵田　松雄　様 木村　裕之　様
市井　博子　様 大島　正敏　様 角岡　健治　様 木村　正之　様
一井　博文　様 大角　長生　様 加久田　大　様 木村　稔　様
一瀬　和夫　様 太田　稔　様 田　達彦　様 京極　貫　様
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紀和　隆　様 近藤　康雄　様 下浦　勝也　様 田中　純子　様
楠見　晴重　様 近藤　康夫　様 下地　康友　様 田中　伸治　様
葛村　和正　様 齊藤　誠子　様 下ノ村　勲　様 田中　大造　様
工藤　力　様 斉藤　政紀　様 城　敦夫　様 田中　俊次　様
久原　章雄　様 坂井　辰夫　様 庄司　貞喜　様 田中　宏明　様
久保　康友　様 坂井　直人　様 庄司　茂　様 田中　宏保　様
久保田　秀夫　様 坂井　美佳　様 白井　哲公　様 田中　正喜　様
久米　一樹　様 坂上　弘志　様 白井　博　様 田中　満　様
倉成　正　様 阪口　和男　様 白井　宏長　様 田中　義昭　様
倉橋　裕　様 阪口　源太　様 城谷　誠　様 田　勝己　様
栗原　宏武　様 阪本　要　様 神宮路　義房　様 谷　康司　様
呉松　恒男　様 酒本　昌寿　様 末川　裕嗣　様 谷岡　耕治　様
呉家　学　様 阪本　雅哉　様 末次　益実　様 谷川　裕哉　様
桑原　忠俊　様 坂本　康浩　様 末長　和典　様 谷口　充孝　様
桑山　宗三　様 相良　雅文　様 菅井　基司　様 田淵　収　様
高　相　範　様 崎野　夏香　様 須藤　洋史　様 田渕　宏政　様
小上　廣之　様 迫　匡　様 関　秀文　様 玉井　敬浩　様
光眞坊　泰　様 雑古　晴弘　様 関山　守洋　様 玉井　久義　様
香田　芳彦　様 笹本　英利　様 相馬　基伸　様 玉井　秀夫　様
河野　克良　様 佐竹　可奈子　様 祖父江　洋二郎　様 玉置　栄一　様
肥塚　龍　様 佐藤　徹　様 高井　秀二　様 田巻　兵司　様
郡　博幸　様 佐藤　充　様 髙井　善博　様 玉木　雄三　様
古賀　一成　様 佐藤　元昭　様 髙石　純二　様 田村　和巳　様
古賀　早苗　様 佐藤　庸司　様 高志　希久子　様 田村　豊輝　様
古賀　貢　様 真田　英樹　様 髙西　登　様 垂水　誠　様
国分　覚雄　様 佐野　啓介　様 鷹野　実　様 茶野　光史　様
小坂　圭一　様 佐野　友章　様 高橋　昭雄　様 中條　寿一　様
小坂　道一　様 佐野　宏之　様 髙道　兼治　様 長　しづお　様
小坂　友梨　様 鮫島　弘明　様 瀧川　正義　様 本　洋一　様
児島　敬治　様 沢田　善秀　様 武　義弘　様 津﨑　博子　様
児嶋　俊行　様 沢野　晃　様 竹内　昭　様 辻　英俊　様
児玉　憲夫　様 澤村　智　様 竹内　和浩　様 辻村　一富　様
児玉　至弘　様 塩川　耕士　様 竹内　正明　様 辻本　希世士　様
小寺　健司　様 塩出　育秀　様 竹田　かおる　様 津田　有善　様
小寺　隆弘　様 重田　勝紀　様 武田　英雄　様 土戸　哲明　様
五藤　勝三　様 科野　大蔵　様 竹中　弘幸　様 槌永　浩明　様
小西　宏子　様 篠原　勝　様 竹林　正浩　様 坪井　一宇　様
小西　弘　様 篠原　祥哲　様 竹林　義孝　様 鶴田　昌義　様
小西　実　様 芝　健樹　様 竹原　英司　様 出口　悦弘　様
木本　孝　様 芝井　敬司　様 竹安　正　様 寺内　俊弘　様
小林　隆　様 柴田　正文　様 田代　将彦　様 寺川　博章　様
小林　勝　様 芝中　信雄　様 立入　信彦　様 寺田　定夫　様
小林　幹雄　様 芝野　由紀子　様 橘　昭一郎　様 寺田　定嗣　様
小林　幸夫　様 嶋　昭夫　様 田所　秀一　様 寺田　智英　様
小林　洋司　様 島田　勝也　様 田中　明文　様 寺田　美也子　様
駒谷　昭人　様 島田　孝昭　様 田中　榮一　様 寺山　哲也　様
小松　陽一郎　様 清水　厚盛　様 田中　治　様 土井　啓実　様
小宮　久雄　様 清水　薫　様 田中　勝雅　様 井　めぐみ　様
小森　満理絵　様 清水　裕美子　様 田中　耕二　様 道井　義治　様
近藤　正昭　様 清水　義巳　様 田中　順一　様 燈田　進　様
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藤堂　秀夫　様 西井　一雄　様 原　昇　様 前　伸宏　様
唐山　賀文　様 西尾　茂　様 原田　昭　様 前　久司　様
徳田　好秀　様 西川　重幸　様 東榎田　与吉　様 前川　克彦　様
徳永　清司　様 西川　武志　様 樋口　隆二　様 前川　圭司　様
冨井　隆司　様 西田　一郎　様 久井　龍彦　様 前田　宜生　様
豊島　光男　様 西田　輝雄　様 久住　友人　様 前田　ひとみ　様
鳥越　孝行　様 仁科　喬優　様 姫野　豊　様 牧　赳志　様
内藤　悦永　様 西中　靖弘　様 平井　寛　様 Ｙｏｋｏ　ＭａｃＤｏｎａｌｄ　様
中井　賢吉　様 西野　修　様 廣内　良明　様 増田　昭雄　様
中井　哲夫　様 西野　重明　様 廣橋　利夫　様 桝田　香　様
永井　祐司　様 西村　隆文　様 深森　芳昭　様 増谷　圭祐　様
中井　美有紀　様 西村　千亀代　様 福岡　直樹　様 松井　武治　様
中尾　和俊　様 西村　輝和　様 福田　弘志　様 松井　徳雄　様
長尾　宏　様 西村　吉輝　様 福永　一郎　様 松井　正雄　様
中尾　益彦　様 新田　高広　様 福永　達夫　様 松浦　紀哉　様
中尾　優司　様 布出　泰之　様 藤井　克章　様 松江　徹　様
中川　和重　様 根岸　拓郎　様 藤井　肇　様 松川　盛昭　様
中川　雄弘　様 根岸　映之　様 藤井　幹也　様 松阪　圭二　様
中川　仁一郎　様 根来　史朗　様 藤岡　敦　様 松下　誠吾　様
中川　敏子　様 野木　万也　様 藤関　吉徳　様 松下　利則　様
中川　雅史　様 野口　健一　様 藤田　幸司　様 松下　宏明　様
中崎　明弘　様 野口　茂　様 藤田　昇　様 松島　信夫　様
長澤　秀行　様 野田　明　様 藤田　博一　様 松田　浩嗣　様
中瀬　洋一　様 野村　明雄　様 藤田　有嗣　様 松渓　洋　様
永田　眞三郎　様 野村　晋三　様 藤林　和寛　様 松原　茂　様
中田　隆　様 灰野　和久　様 藤原　剛　様 松村　昌造　様
中田　光洋　様 羽間　平安　様 藤本　清高　様 松村　達成　様
中谷　雅英　様 硲　義久　様 藤本　智治　様 松村　祐司　様
中塚　義史　様 橋本　恭之　様 藤原　完治　様 松村　惠生　様
中造　誠也　様 橋本　幸治　様 藤原　進　様 松本　明弘　様
中西　英夫　様 橋本　定樹　様 藤原　健史　様 松本　勝男　様
中野　眞作　様 橋本　隆次　様 藤原　はるか　様 松本　勝憲　様
中野　利彦　様 橋本　卓也　様 舟戸　恒二　様 松本　恭子　様
中野　雅司　様 橋本　太　様 舟戸　良裕　様 松本　恵司　様
中野　光造　様 長谷　尚幸　様 古井　慎一　様 松本　信夫　様
中野　雅夫　様 長谷川　雅樹　様 古池　晃　様 松本　良委　様
中林　勲　様 長谷部　憲司　様 古川　智　様 的場　千晃　様
永宮　雅人　様 長谷部　記子　様 古川　英雄　様 真野　雅巳　様
中村　長栄　様 畑下　辰典　様 古澤　章彦　様 丸田　弘　様
中村　利也　様 肌勢　和由　様 古谷　進　様 丸野　元彦　様
中村　良介　様 畑田　達也　様 別處　了一　様 萬谷　宗正　様
中元　正治　様 畠山　勝代　様 北条　隆　様 三浦　和夫　様
中矢　蓮花　様 服部　精文　様 堀田　有香　様 三浦　達也　様
長山　正　様 羽根　啓之　様 程内　正幸　様 三木　香里　様
奈須　秀治　様 濱口　紘史　様 堀内　庄右衛門　様 三木　允子　様
成尾　嘉暢　様 濱田　佳治　様 堀口　武彦　様 三木　宗男　様
南場　隆夫　様 濱津　徹　様 堀口　聖晃　様 水澤　宏　様
南部　尚二　様 脇　貴信　様 堀後　順子　様 水成　五郎　様
新川　活久　様 林　徹　様 堀畑　好秀　様 溝上　淳一　様
西　晃司　様 早野　周治　様 本並　紗依　様 三谷　重貴　様
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三谷　朋千男　様 山縣　真平　様 依藤　康正　様
三ツ石　悦久　様 山口　明則　様 李　鷁　様
南　明宏　様 山口　和徳　様 六埜　博治　様
南　繁　様 山口　利雄　様 若原　尚　様
宮井　智彦　様 山口　敏郎　様 和田　愛美　様
宮川　直之　様 山口　正春　様 和田　豊　様
宮口　岳士　様 山口　升啓　様 渡辺　明知　様
三宅　得司　様 山﨑　秀樹　様 渡辺　裕子　様
宮﨑　亮太　様 山下　義章　様 渡邊　泰之　様
宮田　慎一　様 山下　芳夫　様 渡部　基義　様
宮部　泰孝　様 山田　末雄　様 渡辺　嘉之　様
宮本　勝浩　様 山田　実　様 渡部　健二　様
三好　伸広　様 山田　幸弘　様
向原　栄大朗　様 山名　俊雄　様
武藤　健市　様 山中　成夫　様
村尾　聡　様 山根　雅世　様
村上　貴信　様 山野　晃　様
村上　稔　様 山本　和宏　様
村上　康司　様 山本　圭一　様
村上　豊　様 山本　伸次　様
村　謙一　様 山本　毅彦　様
村瀬　保夫　様 山本　敏子　様
村林　正一　様 山本　紘志　様
村林　正章　様 山本　公士　様
室屋　一成　様 山本　雅巳　様
餅原　聖　様 山本　雅也　様
本岡　翔二朗　様 横田　英哲　様
森　茂美　様 横谷　総一　様
森　大輔　様 横山　隆太　様
森内　貞　様 岡　一男　様
森岡　啓三　様 岡　安義　様
森岡　修司　様 川　貴司　様
森川　長栄　様 吉川　昌幸　様
森川　正　様 田　和政　様
盛喜　保光　様 吉田　精伸　様
森渕　徹　様 吉田　啓亮　様
森本　光二　様 吉田　茂雄　様
森本　成信　様 吉田　政弘　様
森本　滋之　様 吉野　和昭　様
森本　靖一郎　様 吉原　健二　様
森脇　浩　様 吉房　正勝　様
八嶋　克己　様 吉村　幸三　様
安田　勝紀　様 吉村　真也　様
安田　吉宏　様 吉村　孝夫　様
安間　美彦　様 吉本　憲正　様
安見　尚治　様 米倉　稔　様
八瀬　晃人　様 米田　清隆　様
矢田　敏男　様 米田　敏朗　様
矢野　茂博　様 米田　昌弘　様
矢野　信之　様 米山　隆夫　様

第一高等学校・第一中学校創立100周年記念事業募金（個人）
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第３７期同窓生一同　様

第一高等学校・第一中学校創立100周年記念事業募金（企業・法人・団体等）

榮光倶楽部　関大一髙四期生会　様

株式会社ＮＰＣコーポレーション　様

株式会社石渡康三郎塗装店　様
株式会社石丸写真館　様
青谷書店　様

一高３４期ゴルフ愛好会　様
昭和４９年卒一徹会　様

株式会社エイコー商事　様

株式会社ヱミヤスポーツ　様
株式会社エム・システム技研　様
エンドー鞄株式会社　様
株式会社大阪ビルサービス　様
株式会社大谷賢三商店　様
カワチヤ制服株式会社　様
関西大学校友会愛知支部　様
関西大学校友会香川支部　様
関西大学若年会　様
関西大学生活協同組合　様
関西大学第一高等学校　水泳部後援会　様
関西大学第一高等学校教育後援会・第一中学校ＰＴ
関西大学第一高等学校同窓会　様
関西大学第一中学校水泳部保護者会　様
関西大学第一中学校同窓会　様
関大一高１９９０年卒同窓会　様
関大一高ロッキークラブ　様
近畿日本ツーリスト株式会社　関西営業本部　様
株式会社鴻池組　様
コトブキシーティング株式会社　様
株式会社ＪＴＢ西日本教育旅行大阪支店　様
株式会社シャモト　様

竹村屋学生服店　様
東通産業株式会社　様
トップツアー株式会社大阪教育旅行支店　様

八千代電設工業株式会社　様

株式会社トンボ　様
株式会社長谷屋商店　様
古渕税理士事務所　様
穂高産業株式会社　様
株式会社マツダ運輸大阪　様
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