
＜神戸高商出身者一覧＞

No. 卒業年 卒業回 卒業生数 氏名 出身
鈴木商店
配属先

鈴木系企業 備考

1 明治40(1907) 1 92 大久保弥十郎 徳島 大阪出張所 明治40.9.30調べ
2 明治41(1908) 2 142 氏家　幾太 徳島 神戸本店 明治41.9.30調べ
3 篠原　正次 鹿児島 門司支店
4 松原　清三 鹿児島 神戸本店
5 明治42(1909) 3 101 高畑　誠一 愛媛 神戸本店 明治42.9.30調べ
6 永井　幸太郎 兵庫 神戸本店
7 佐山　竹次郎 和歌山 神戸本店
8 亀井　英之助 和歌山 神戸本店
9 明治43(1910) 4 107 北浜　留松 和歌山 神戸本店 明治43.9.30調べ
10 市村　一郎 兵庫 東レザー
11 明治44(1911) 5 108 佐竹　員治 広島 門司支店 明治44.9.30調べ
12 中妻　三郎 大分 上海支店
13 池上　純正 兵庫 門司支店
14 明治45(1912) 6 127 荒木　忠雄 福岡 神戸本店 大正元.9.30調べ
15 小川　実三郎 大阪 神戸本店
16 寺崎　栄一郎 新潟 大阪出張所
17 近藤　正太郎 高知 神戸製鋼所
18 森田　惣七 福岡 神戸製鋼所
19 大正2(1913) 7 123 荻野　拙夫 兵庫 東京出張所 大正2.9.30調べ
20 坪内　鍵助 兵庫 大阪出張所
21 浜田　文夫 高知 門司支店
22 松本　褒一 大阪 大阪出張所
23 松原　弥三郎 愛媛 大阪出張所
24 宮口　俊二郎 大阪 神戸本店
25 大正3(1914) 8 122 川口　一郎 三重 神戸本店 大正3.9.30調べ

26 楓　英吉 高知
鈴木製粉所

（大里）
大里製粉所

27 田伏　修 大阪 日本商業
28 檜林　繁男 長崎 神戸本店
29 水野　克己 福岡 大阪出張所
30 吉田　秀太郎 大阪 日本商業
31 大正4(1915) 9 117 池上　武顕 高知 大阪支店 大正4.9.30調べ
32 内山　健三郎 石川 大阪支店
33 小野　三郎 東京 神戸本店
34 実　保二 兵庫 ｳﾗｼﾞｵ出張所
35 柏原　真砂 高知 下関支店
36 中島　信一 大阪 下関支店
37 三浦　玄二 岐阜 香港支店
38 美田　良信 鳥取 神戸本店
39 大正5(1916) 10 121 朝田　栄三郎 兵庫 神戸本店 大正5.9.30調べ
40 今城　説次 岡山 香港支店
41 石井　由郎 広島 香港支店
42 石森　信一郎 兵庫 神戸本店
43 池川　重吉 高知 彦島亜鉛工場
44 尾中　寅治郎 福井 神戸本店
45 木村　謙二 愛媛 神戸本店
46 草葉　忠一 兵庫 大阪支店
47 武岡　忠夫 兵庫 横浜出張所
48 樽谷　勘三郎 兵庫 神戸本店
49 土井　益次郎 和歌山 神戸本店
50 田井　駒吉 香川 神戸本店
51 田所　義雄　 高知 神戸製鋼所
52 谷口　精一郎 兵庫 神戸本店
53 中村　作一 兵庫 神戸本店
54 中　良之介 和歌山 神戸本店
55 西村　正雄 兵庫 漢口支店



56 森本　実 兵庫 神戸本店
57 山中　宇三郎 愛知 神戸本店
58 山本　捨市 滋賀 ハルピン支店
59 大正6(1917) 11 141 石谷　金治郎 兵庫 ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ支店 大正6.9.30調べ
60 泉　威八郎 兵庫 神戸本店
61 落合　豊一 徳島 シアトル支店
62 岸　亮 鳥取 神戸本店
63 鈴木　嘉邦 滋賀 神戸本店
64 久保　博義 山口 神戸本店
65 草加　朝雄 岡山 ロンドン支店
66 柘植　宗俊 大阪 神戸本店
67 中谷　茂 兵庫 神戸本店
68 堀川　嘉八 長崎 神戸本店
69 堀澤　健治 富山 神戸製鋼所
70 浜田　良雄 高知 台湾支店
71 松尾　守一 岡山 神戸本店
72 水谷　武夫 兵庫 大阪支店
73 大正7(1918) 12 133 井上　国太郎 香川 上海支店 大正7.9.30調べ
74 今村　冬二郎 京都 神戸本店
75 石堂　義一 兵庫 神戸本店
76 小原　栄六 佐賀 入営中
77 木村　庄三郎 京都 神戸本店
78 竹崎　浅吉 高知 台湾支店
79 小森　清市 岐阜 神戸本店
80 斉藤　松蔵 兵庫 大阪支店
81 中村　俊夫 高知 神戸本店
82 浜田　林蔵 京都 入営中
83 橋本　隆正 岡山 大連支店
84 坂東　定一 徳島 神戸本店
85 宮尾　亮三 高知 神戸本店
86 溝口　泰造 広島 国際汽船
87 山内　留三郎 岐阜 ロンドン支店
88 吉田　正助 群馬 神戸製鋼所
89 大正8(1919) 13 139 秋元　鷹男 兵庫 神戸本店 大正8.9.30調べ
89 今出　孝一 和歌山 神戸本店
90 稲葉　誠之助 京都 大阪支店
91 磯江　茂 鳥取 神戸本店 造船部
92 川越　亀一郎 宮崎 大阪支店
93 葛木　直次郎 兵庫 神戸本店
94 久野　武雄 兵庫 神戸本店
95 具島　邦彦 福岡 神戸本店
96 高原　久 長崎 神戸本店
97 西郡　駿一 大分 神戸本店
98 長谷　愛治 兵庫 横浜支店
99 久　琢磨 高知 神戸本店
100 船渡　貞七 徳島 神戸本店
101 福井　佐太郎 三重 日本商業
102 堀口　菊蔵 滋賀 横浜支店
103 前田　為一 兵庫 神戸本店
104 横田　伊吉 熊本 神戸本店
105 若井　雄二 京都 神戸本店
106 中川　總夫 兵庫 日本商業

107 越智　茂 鳥取
帝国汽船・
播磨造船所

108 大正9(1920) 14 140 井上　與之助 兵庫 神戸本店 大正9.9.30調べ
109 今村　賴吉 愛媛 神戸本店
110 仲田　見 鳥取 日本商業
111 日野　俊夫 兵庫 神戸本店 後に神戸製鋼所
112 山田　恒雄 兵庫 神戸本店



113 横関　利衛 香川 日本商業
114 紀田　重治 大阪 日本商業
115 大松　義男 日沙商会
116 大正10(1921) 15 162 祝　幸四郎 兵庫 神戸本店 大正10.9.30調べ
117 栗岡　次作 兵庫 天満織物
118 星野　保 兵庫 神戸本店 旧姓太田
119 浜宇津　英一 高知 神戸本店
120 山川　宏 大分 国際汽船
121 大正11(1922) 16 230 実光　俶 兵庫 神戸本店 大正11.9.30調べ
122 増田　甫 愛媛 神戸本店
123 長山　泰憲 大阪 日本商業
124 田中　四郎 和歌山 神戸本店
125 賴廣　栄治 兵庫 神戸本店

126 大正12(1923) 17 203 淵上　昌一 広島
合同油脂ｸﾞ
ﾘｾﾘﾝ

127 舘本　広次 山口 毛斯綸紡績
128 大正13(1924) 18 233 風間　陸雄 静岡 神戸本店 大正13.9.30調べ
129 高木　新三 奈良 神戸本店
130 須原　政一 兵庫 神戸本店 西川　政一
131 瀬川　和三郎 東京 大日本ｾﾙﾛｲﾄﾞ
132 神田　孝一 兵庫 神戸製鋼所
133 神谷　龍太郎 兵庫 神戸製鋼所
134 藤浪　一郎 北海道 毛斯綸紡績
135 大正14(1925) 19 237 森　乙彦 愛媛 神戸製鋼所 大正14.9.30調べ
136 岡田　明太郎 高知 神戸製鋼所
137 大正15(1926) 20 245 太宰　正巳 岩手 神戸本店 大正15.9.30調べ
138 松田　吉一 石川 神戸本店
139 松岡　福吉 高知 神戸本店
140 横江　透 京都 神戸本店
141 鈴江　真澄 高知 神戸製鋼所

121人
20人



S3 第一窒素工業　支配人



太陽鉱工・専務



　


