
2022年 2月 3日
北光会東京支部

逝去された北光会（東京支部）会員

（2021年 1月から 2022年 1月まで、北光会本部事務局に連絡があった方）

卒業年次 氏名（敬称略） ﾌﾘｶﾞﾅ 逝去年月日 都道府県

M-S17 岡江 輝夫 ｵｶｴ ﾃﾙｵ 2019/7/6 東京都

F-S18 長谷部敬三郎 ﾊｾﾍﾞ ｹｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 2020/11/13 神奈川県

H-S20 大塚 芳直 ｵｵﾂｶ ﾖｼﾅｵ 2020/8/15 長野県

O-S20 吉田 壽壽 ﾖｼﾀﾞ ﾋｻﾄｼ 2022/1/20 東京都

K-S22 赤荻 友彦 ｱｶｵｷﾞ ﾄﾓﾋｺ 2021/1/20 栃木県

K-S22 大澤 庸浩 ｵｵｻﾜ ﾂﾈﾋﾛ 2019/12/23 神奈川県

K-S22 白石 隆昭 ｼﾗｲｼ ﾀｶｱｷ 2020/8/9 東京都

B-S23 小松 髙介 ｺﾏﾂ ﾀｶｽｹ 2018/9/19 静岡県

E-S23 工藤 慎一 ｸﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁ 2020/8/25 東京都

H-S23 西舘 和之 ﾆｼﾀﾞﾃ ｶｽﾞﾕｷ 2021/10/8 神奈川県

O-S23 菅原 通敬 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾁﾖｼ 2020/10/24 東京都

T-S23 柿﨑 勇 ｶｷｻﾞｷ ｲｻﾑ 2020/1/19 神奈川県

BM-S28 浅香 博 ｱｻｶ ﾋﾛｼ 2020/6/7 群馬県

BM-S28 新堀 義門 ﾆｲﾎﾘ ﾖｼｶﾄﾞ 2021/3/5 東京都

E-S28 渋谷 敏則 ｼﾌﾞﾔ ﾄｼﾉﾘ 2021/4/12 東京都

E-S30 平沢 滋 ﾋﾗｻﾜ ｼｹﾞﾙ 2013/10/30 茨城県

BM-S30 大山 宏 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛｼ 2021/12/28 東京都

H-S31 二木 亮 ﾌﾀｷ ﾘｮｳ 2021/3/20 東京都

BM-S31 近藤 寿次 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼｼﾞ 2022/1/27 茨城県

BM-S32 高橋 信英 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｴｲ 2021/9/29 神奈川県

M-S34 小島 周明 ｺｼﾞﾏ ｶﾈｱｷ 2020/6/20 長野県

B-S35 阿部 雅克 ｱﾍﾞ ﾏｻｶﾂ 2020/7/9 千葉県

G-S35 工藤 武喜 ｸﾄﾞｳ ﾀｹﾖｼ 2020/12/20 埼玉県

H-S35 江原 隆 ｴﾊﾗ ﾀｶｼ 2021/12/20 神奈川県

H-S36 大垣 勉 ｵｵｶﾞｷ ﾂﾄﾑ 2021/1/8 東京都

M-S36 政川 至 ﾏｻｶﾜ ｲﾀﾙ 2021/7/23 千葉県

B-S37 岡原 英雄 ｵｶﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ 2020/11/12 埼玉県

E-S37 高橋 哲也 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂﾔ 2021/12/9 千葉県

E-S37 松尾 重紀 ﾏﾂｵ ｼｹﾞﾉﾘ 2021/8/16 千葉県

B-S38 河野 信 ｺｳﾉ ﾏｺﾄ 2021/8/18 千葉県

M-S38 今川 辰弥 ｲﾏｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 2021/4/16 神奈川県

F-S39 毛利 亮 ﾓｳﾘ ｱｷﾗ 2021/2/17 埼玉県

E-S40 出口誉四男 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾖｼｵ 2022/1/5 埼玉県

B-S41 西田 正幸 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 2021/1/28 埼玉県

B-S41 磯目 亜夫 ｲｿﾒ ﾂｷﾞｵ 2020/11/30 神奈川県

G-S43 小林 好昭 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｱｷ 2019/8/26 東京都

M-S43 三浦 賢悦 ﾐｳﾗ ｹﾝｴﾂ 2021/2/5 千葉県

B-S44 山藤 秀爾 ｻﾝﾄｳ ｼﾕｳｼﾞ 2021/4/17 埼玉県

F-S45 後藤 建志 ｺﾞﾄｳ ﾀｹｼ 2021/7/17 千葉県

F-S45 寺島 正雄 ﾃﾗｼﾏ ﾏｻｵ 千葉県

M-S45 篠田 力 ｼﾉﾀﾞ ﾂﾄﾑ 2020/4/14 茨城県

B-S53 清水 篤人 ｼﾐｽﾞ ｱﾂﾄ 2021/9/25 東京都


