
期別 幹事名 期別 幹事名 期別 幹事名
高校３ 伊藤義徳 高校１１ 吾郷嘉孝 高校２１ 立花幸夫

石飛佑次 蝶野　正
落合ケイ子

高校４ 山根芳館 高校２２ 福間崇夫
高校１２ 西尾　崇 吉田明弘

藤間隆夫 森山　勝
高校５ 古川百三郎 和田英作 来間理智子

高校１３ 手銭白三郎 高校２３ 嘉藤　進
高校６ 曽田暢一 中筋和美 藤井　健

中山秀夫 青木光代
福間邦夫 内藤みゆき

高校７ 小田川博俊
高校１４ 和泉昌博 高校２４ 今岡克己

岡本安弘 塩野和正
高校８ 伊藤征男 杉谷寿之 中林裕一

江角恭子 高畑忠善 渡部美知子
吉田裕子 中島孝晃

藤井勝利 高校２５ 杉原　保
高校９ 石原亀千代 北村京子 妹尾充浩

大熊　巌 佐藤槇子 手銭正之
今岡　実 園山聖子 岩井佳子
内藤富代 中村宏子 新宮文子

吉廻敏江
高校１０ 伊藤芙蓉 高校２６ 井上　均

洪　淳永 高校１５ 井田博之 杉原　忠
曽田忠良 川上研二 日野保朗
山本勇二 奈良井律子 三原　稔

宮本陽子 山崎茂樹
柴田人美

高校１６ 青木宣雄 永見陽子
黒目光正
福代幸一 高校２７ 金築　勤
三成重徳 勝部径司

今岡純子
高校１７ 岩永邦夫 本田恵子

山上　弘 山根よし子
黒目潤子
和田節子 高校２８ 川合敏正

藤間博之
高校１８ 石田喜代志 藤井和久

小村隆一
中島雄三 高校２９ 石田　武
永見悛枝 石飛正幸
尾添千恵子 坂本伸仁

須田幸男
高校１９ 小川進介

福間質文 高校３０ 稲根克也
伊藤成二

高校２０ 赤木正信 板倉富士夫
山崎　純 森山　紀
周藤充子 森山　太

小山裕美
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期別 幹事名 期別 幹事名 期別 幹事名
高校３１ 青木一彦 高校４２ 板垣譲次 高校５０ 日野真毅

小田川哲也 木太直也 中筋隆仁
小田川裕一 小原明美 玉木恵理
桑本浩泰 藤間陽子 松本　健
山本雅信 山崎文寛
山本真実 高校４３ 日下義人 岡田里見

周藤紀之 齋藤信二
高校３２ 大国博史 岡田成広

神田雅志 高校４４ 影山祥大 錦織亜由美
長廻　崇 角森竜二 柳楽芳子

高校３３ 糸賀知徳 高校４５ 大国和久 高校５１ 土江基之
鎌田一哉 加村光夫 丹波剛士
曽田暢雄 春木秀一 持田雄樹
戸山洋子 山根亮輔 金築裕司

高校３４ 川角直人 伊藤美津江
重富圭二 高校４６ 石本祐一 吉井永次
福田康伴 桑本滋生 八國淳史
星野　豊 後藤崇志 米田暁雄

福島啓司 佐藤朋子
高校３５ 布野浩之 布野清也

吉岡佳紀 高校４７ 岸　康弘 高校５２ 永田泰教
若月俊正 鈴木貴久 山田真介
嘉藤節美 三原幸則 永見恵美
川向明美 野村智子 名原純子

山崎雄一
高校３６ 飯塚幸夫 小川美紀

小村　勝                クラス幹事（高４８～５８） 内田千絵
松井博之 高校４８ 古川吉信 岡崎智聡
渡部幸治 池田和康 森木弘子

三村多恵子 吾郷宏基
高校３７ 伊藤　勝 浅津伸行

小川　潤 原　哲広 高校５３ 飯塚幸子
馬庭　昇 須山　淳 安食祐昌
森山和彦 板垣靖武 山崎誠也

二瀬佳朗 黒崎修一
高校３８ 板垣悟史 児玉信秀 安田憲治

大野　誠 恩田秀和 服部明菜
高橋　実 秦　知里
山田益寛 高校４９ 持田幸樹 大国雅子

安部牧子 錦織美絵
高校３９ 金築敏幸 福島紀子 奥　秀男

佐藤浩史 土江佳香
新宮浩二 内藤謙二 高校５４ 池田理恵
矢田和則 勝部洋子 後長直樹

渡部篤志 樋野健史
高校４０ 加藤　彰 大國圭介 石原　大

長岡　潔 田中芳典 木下絵未
山本雄一 青木陽子 稲田圭悟

森脇美緒
高校４１ 阿部学斗 立花慶幸

尾添喜行 伊藤真吾
神門良博 渡部純哉
佐野留美



期別 幹事名 期別 幹事名
高校５５ 岡先聖太 高校６３ 伊藤勇太

吉田和正 飯島知央
今岡真実 出江加奈子
森山恵介 和田咲良
飯島健太
舩木　翔 高校６４ 西村 悠
吉村　健 平井勇気
福代　健吾 佐野円香
栢根　愛 竹内ひかり

高校５６ 片寄香織 高校６５ 服部夏鈴
加藤広朗 西尾勇太
岩谷直樹 荒木　繭
糸賀静香 服部紘己
横田英昭
松井美保 　　高校６６ 三浦正也
江原慎太郎 本田健一郎
鎌田祐右 上田恭平
山﨑麻美子 園山柊也

高校５７ 勝部雄介
高田泉美 　　高校６７ 小梶滉平
立花実希子 阿部　岳
加藤　創 杉谷祐梨
金築俊之 田中　望
北脇優子
山本純也 　　高校６８ 伊藤優希
小村祐太 竹田成吾

園山栄樹
高校５８ 伊藤翔太 森山尚章

矢野　都
山根梨江 　　高校６９ 森上和也
藤江亮介 嘉藤凌也
曽田錠光 高井陽菜
原田俊昭
田村　亮 　　高校７０ 桐原勇斗
森脇大登 出川夏希
和田まどか 長岡大暉

高校５９ 有藤大貴 　　高校７１ 園山美沙季
大菅祥太 錦織航成
野津稔男 安食茉莉
安田一平

高校６０ 木村光希
吉川誠二
小玉恵美
永田雅麗
安井千夏

高校６１ 糸賀隆志
別所拓馬
蟹江真奈未
板倉千薫

高校６２ 植田京平
森山貴生
小村征可
原　千晶


