
第22回オホーツク会出席者（敬称略）  2016年11月19日
大学側参加者（敬称略）

卒業年 学科 氏名

1 S45 機械 川上 剛 1 高橋　信夫 学長

2 S45 工化 樫原 繁光 2 山下　 聡 社会環境工学科

3 S46 土木 平野 敏則

4 S46 土木 北澤 賢次

5 S47 土木 猪口 嚴

6 S47 機械 角谷 修 初

7 S47 土木 及川 孝一

8 S48 機械 岩崎 耕一

9 S48 土木 横川 廣長

10 S49 電気 川崎 晶司

11 S49 機械 内山 明 初

12 S49 機械 大滝 誠 初

13 S49 機械 菊入 正芳

14 S49 機械 高田 雅之 初

15 S49 機械 梨本 順一 初

16 S49 機械 本庄 修 初

17 S49 電気 西島 勝

18 S50 電気 喜島 勝義

19 S50 電気 宮袋 正啓

20 S52 工化 広瀬 俊一

21 S53 機械 谷 浩二

22 S53 機械 小池 浩一

23 S53 機械 家村 研児

24 S53 開発 富田 剛夫

25 S54 機械 小西 正

26 S54 開発 今野 浩明 初

27 S54 電気 渡部 透

28 S56 開発 鳥越 廣美

29 S57 電気 土谷 良博

30 S57 機械 石田 雅彦

31 S57 環境 小原 正己

32 S58 環境 梶沼 仁志

33 S58 応機 佐藤 公一

34 S58 電子 佐藤 要

35 S58 環境 井上 正 初

36 S58 環境 三輪 典男 初

37 S58 環境 青野 弘嗣 初

38 S59 開発 猪原 幸司

39 S60 環境 生田 恵哉

40 S60 環境 依田 暁

41 S60 環境 山田 巧

42 S60 環境 高山 透

43 S62 化学環境 鈴鹿 弘康 初

44 S62 環境 南 国士 初

45 H01 応機 中谷 賢一

46 H08 情報ｼｽﾃﾑ 酒井 大介

47 H12 情報ｼｽﾃﾑ 青木 利憲 初

48 H18 機械 中澤 敬太

49 H19 土木 沖田 健策

50 H22 機械ｼｽﾃﾑ 飯田 友輔

51 H23 機械ｼｽﾃﾑ 阿部 圭輔

52 Ｈ24 機械ｼｽﾃﾑ 長岡 将吾

53 H24 機械ｼｽﾃﾑ 村瀬 元起

54 H25 機械ｼｽﾃﾑ 池田 勇太

55 H27 電気電子 天間 勇樹

56 H27 機械 晴山 貴人

57 H27 機械 大西 拓郎 初

58 H27 情報 成田 寅泰 初

59 H28 ﾊﾞｲｵ環境科学 宮本 明綱 初

60 H28 情報 宇都木 裕太 初

61 H28 機械 片山 悟 初

62 H28 機械 加藤 遼 初


