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所属 氏名 卒業年 氏名 卒業年 氏名

松山東高校長 丹下　敬治 S27年 新海　靖 H14年 谷田　司

西条ユナイテッド 高石　尚樹 S28年 辻田　桂 H14年 佐川　誉

西条ユナイテッド 十河　洋介 S29年 三輪田　綱丸 H15年 山口　唱

東雲大学 歌原　里穂 S30年 尾崎　政雄 H15年 上田　智之

東雲大学 橋本　智美 S30年 和田　憲明 H16年 渡部　晋平

東雲大学 高本　佳奈 S31年 河本　忠勝 H16年 児玉　安弘

県協会会長(S32卒) 横山　闡 S31年 利田　洋二 H16年 岡田　悠嗣

S31年 仙波　棟 H16年 河内　佑太

S31年 川崎　一孝 H21年 越智　陽治

現役顧問 S32年 大野　昭雄 H22年 高橋　潤一

所属 氏名 S33年 渡部　武紀

顧問 仲尾　頼和 S33年 利田　桂一

顧問 小野　真言 S34年 高岡　憲一郎 現役

顧問(H14卒) 吉田　亮太 S36年 大野　勝英 学年 氏名

S37年 熊　康夫 3年 大内　智弘

S38年 山本　知行 竹内　雄登

保護者会（ＯＢ） S40年 和泉　武雄 仲本　雅至

卒業年 氏名 S42年 上岡　範雄 中矢　拓実

H21年 越智　宏美 S43年 井手　盛章 福岡　正剛

H21年 徳田　千穂 S46年 赤松　民康 別府　啓史

H22年 田中　久美子 S51年 玉乃井　信之 山口　薫平

H22年 高橋　真琴 S51年 谷川　郊一 小笠原　茉莉

H23年 藤岡　君江 S51年 平田　史博 前谷　葵

H23年 中井　美幸 S52年 山内　浩 2年 青柳　恒星

H23年 高橋　玲子 S52年 今井　啓介 池田　悠人

H23年 渡部　みどり S52年 黒田　卓爾 大野　隼輔

H23年 重松　美和子 S53年 福富　治 門屋　安俊

S53年 大西　克典 佐伯　達哉

S55年 平岡　長弘 砂野　智紀

保護者会（現役） S56年 玉井　徳人 田中　雄大

学年 氏名 S56年 高岡　誠一郎 藤原　尚之

3年 大内　とよみ S56年 辻　浩司 松坂　圭祐

竹内　真弓 S56年 西原　茂 福岡　沙希

仲本　美香 S56年 立花　正之 1年 青野　鷹哉

中矢　英子 S56年 瀬川　文宏 奥津　真也

山口　恭子 S57年 松崎　伸一 菅　聡太郎

小笠原　孝二 S57年 松崎　美香 久保田　碧

小笠原　悠子 S57年 松崎　安紀 合田　起祥

前谷　泰三 S57年 玉井　政広 仙波　慶光

2年 佐伯　佳則 S57年 玉井　陽菜 土居　知通

佐伯　京子 S58年 山内　孔 友近　直人

田中　英樹 S58年 村上　博英 日浅　悠

藤原　仁美 S58年 松原　一 二神　宏行

松坂　禎浩 H09年 森田　正大 保利　拓海

松坂　里江子 H09年 佐伯　政俊 松岡　雄大

1年 青野　香織 H09年 弓崎　雄一郎 眞鍋　孝太

菅　泉美 H10年 稲垣　謙三 丸尾　拓馬

久保田　朋子 H10年 浦戸　亮治 山崎　舜介

土居　まさ子 H10年 向井　佑輔 大西　麻由

日浅　豪 H13年 中神　祐樹 日野　菜美

敬称は略させていただきました

80周年記念式典出席者名簿



2011.9.14集約

OB 保護者会 女子マネ 東雲

卒業年 氏名 記念試合 学年 氏名 学年 氏名 氏名

S29年 三輪田　綱丸 出場(40以上) 3年 竹内(父) 小笠原　茉莉 歌原里穂

S37年 熊　康夫 出場(40以上) 仲本(父) 前谷　葵 橋本智美

S51年 玉乃井　信之 出場(40以上) 仲本(弟) 2年 福岡　沙希 高本佳奈

S52年 山内　浩 出場(40以上) 大内(父) 大西　麻由 小野　真言

S52年 今井　啓介 出場(40以上) 小笠原(父) 日野　菜美 仲尾　頼和

S56年 辻　浩司 出場(40以上) 松坂(父) 3年 松崎安紀

H09年 森田　正大 出場(40未満) 田中(父)

H09年 佐伯　政俊 出場(40未満) 菅(父)

H10年 稲垣　謙三 出場(40未満) 日浅(父)

H10年 浦戸　亮治 出場(40未満)

H10年 向井　佑輔 出場(40未満)

H13年 中神　祐樹 出場(40未満)

H14年 谷田　司 出場(40未満)

H14年 吉田　亮太 出場(40未満) 11:00開会式

H14年 佐川　誉 出場(40未満)

H16年 万代　道也 出場(40未満) ○OVER40記念試合

H16年 木村　文彦 出場(40未満) 11:10　タグのルール説明

H16年 渡部　晋平 出場(40未満) 11:30-11:45　OB×女子マネ

H16年 児玉　安弘 出場(40未満) 11:45-12:00　保護者×東雲

H16年 河内　佑太 出場(40未満) 12:05-12:20　OB×東雲

H18年 松本　一輝 出場(40未満) 12:20-12:35　女子マネ×保護者

S30年 高橋　友光 観戦 12:40-12:55　OB×保護者

S30年 尾崎　政雄 観戦 12:55-13:10　女子マネ×東雲

S30年 和田　憲明 観戦 13:10　表彰式

S31年 河本　忠勝 観戦

S32年 丸山　寿一 観戦  タグ：3年生×1・2年生

S32年 横山　闡 観戦

S56年 玉井　徳人 観戦 ○UNDER40記念試合

S57年 松崎　伸一 観戦 13:30-14:30　under40（明教）×西条ユナイテッド

S58年 山内　孔 観戦 15人制，25分ハーフ

H13年 上田　元貴 観戦 14:30　表彰式

H15年 上田　智之 観戦

H21年 高木　康平 観戦

H21年 上田　真生 観戦

H22年 田中　祐太郎 観戦

H22年 高橋　潤一 観戦

H99年 小野　真言 観戦

H99年 仲尾　頼和 観戦

80周年記念試合
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