
新年会が行われました
船井　慎互（高33期）

今年　定年退職される藤田先生に桃陰会からお祝いと感謝の花束を贈呈しました。

　2014年1月3日　天王寺高校にて恒例の新年会が行われました。
今年は、旧顧問の藤田先生が定年退職されるということもあり、例年以上に多くのＯＢ／ＯＧが駆け付け
てくれました。

久しぶりに中村先生（現 香里丘高校校長）がお見えになり、顧問当時の思い出を語っていただきまし
た。また、天高バレー部への激励を頂きました。

親睦会　スケジュール
進行 58期 岸下　裕太郎
開会挨拶 13 山崎　浩史
乾杯 23 福井　太郎
抽選会 58 岸下　裕太郎

54 廣瀬　貴章
キャプテン挨拶 67
コーチ挨拶 64 （男子コーチ）美濃出　圭悟

64 （男子コーチ）野川　昌博
64 （女子コーチ）山中　久美

中村先生挨拶 旧顧問
藤田先生への謝辞 13 山崎　浩史
花束贈呈 58 大久保　有理
藤田先生挨拶 旧顧問
顧問挨拶 河野　成志
閉会挨拶 33 船井　慎互
集合写真

顧問 河野　成志 円山　賢太 59 前川　紘紀
旧顧問 中村　光男 劉　貴明 60 野村　憲司
旧顧問 藤田　俊明 池田　匡章 61 福田　有樹
13期 山崎　浩史 庄司　健太 美濃出　圭悟
23 福井　太郎 金　尚弘 野川　昌博
33 船井　慎互 大塚　久美子 田中　克幸
34 岩井　政道 吉武　香 山中　久美
37 去来川　千華子 橋本　多未 井上　紗代子

木下　幸代 西村　夏実 村井　千夏
副島　りつ子 吉田　絵美 清水　雅俊

中島　雅子 寺島　大樹 喜多　みのり
前川　洋美 岸下　裕太郎 67（現役） 12名
廣瀬　貴章 青山　尚美 68（現役） 18名
大隅　雅史 大久保　友理
荒川　祐記 田渕　陽香

川崎　義仁 大道　未佳
齋川　愛 紙屋　奈々
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顧問・旧顧問　3名　OB/OG　42名　現役30名　計75名が参加しました。

青字　バレーボールのみ参加
黒字　親睦会に参加
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