
年度別幹事名簿
　

卒回 代表幹事 幹　　事 幹　　事 幹　　事 情報連絡係

中４５ 田畑　達夫 田畑　達夫 吉村　廣 田畑　達夫

中４８ 平澤 喜代重 松本　敬司

併　１ 古井　直人 三沢　康人

併　２ 小林　多門 林　　幹大 小林　多門

高　２ 岡村　隆臣 松本　敬司 北城　節雄 吉田　和民 松本　敬司

高　３  大野　英夫 吉村　俊雄 遠山　直介

高　４ 山田　博章 上松　公平 福澤　保實 香山　淑江

高　５ 今村 邦彦 久保田英輔 吉河　省治 鎌倉　秋広

高　６ 鋤柄　奏 冨田　政甫 平沢　義郎 平沢　義郎

高　７ 小林　　泉 吉川　進久  木下　正道

高　８ 古井　武志 内田　良康 松下　均治 小林　正人

高　９ 片桐　晴夫 熊谷　正輝 中田　忠夫 片桐　晴夫

高１０ 𠮷澤乃武子 大澤　則子 吉川　繁子 大澤　則子

高１１ 中島　正韶 山下　　巌 増田　郁夫 高間　成之

高１２ 湯澤　英範 小林　賢二 矢沢　与平 池田　延史

高１３ 柴田　忠昭 久保田　勤 竹村　公成 清水　正明

高１４ 矢澤　英峰 平沢　　豊 丸山　玲子 蒲　　祐正

高１５ 中田　教一 桑田　昌英   肥後　康也

高１６ 市瀬　武彦 河原　　進 濱島　光男 中島 直樹 斎藤　　純

高１７ 今村 智司
平沢　忠明 
     齋藤　

下田喜志雄 
        小

齋藤　　憲

高１８ 矢澤　章弘 平岩　幹夫 伊藤　清人 土屋　公久

高１９ 下平　薫 熊谷　洋平 下田　章 宮嶋　孝彦

高２０ 関口　収司 原　　義博 山田　秀樹 関口　収司

高２１ 大蔵　　隆 小木曽玲子 林　美射男 今村　正大 吉沢富治夫

高２２ 中村洋次朗 今村　行人 白子　和夫 湯沢　啓次

高２３ 平澤　和人 伊藤　隆祥 原　　清寛 平澤　和人

高２４ 原　　正治 玉置　秀隆 渡辺　嘉蔵 原　　正治

高２５ 小池  永利 奥村　和徳 加藤　修平 小池  永利

高２６ 石黒　克美 市瀬　　豊 菅沼　康臣 石黒　克美

高２７ 岩嶋　　隆 矢澤　　卓 飯島　雅人 岩嶋　　隆

高２８ 小澤　　健 中田　勝巳 吉村　治彦 伊藤　　実

高２９ 島崎　勝幸 横田　敏彦 小池伊佐子 牧島　　清

高３０ 原　　　茂 塩沢　　透 吉沢　英幸 原　　　茂

高３１ 木林　淳至 大石　敏男 木林　淳至

高３２ 北原　政和 森本　忠則 太田　悦子 北原　政和

高３３ 佐藤　卓郎 高坂米五郎 佐藤　卓郎

高３４ 渋坂　　崇 宮下　俊弘 中原　秀樹 渋坂　　崇

高３５ 小林　正彦 豊田　雅彦 小林　正彦

高３６ 太田　佳広 壬生　清重 太田　佳宏

高３７ 下平　清浩 秦野　高彦 今村　陸哉 下平　清浩

高３８ 伊藤　桐人 中嶋　崇博 伊藤　桐人

高３９ 田口　雄一 熊谷　秀樹 田口　雄一

高４０ 岡庭　高伸 佐々木　学 井原由美子 岡庭　高伸

高４１ 佐々木　智 横井　真治 関島ゆかり 佐々木　智

高４２ 田中　　寿 伊藤　　寿 松村　　憲 田中　　寿

高４３ 山岸　章広 松下　栄一 坂巻　　徹 山岸　章広

高４４ 西尾　由章 神永　秀一 内藤　知恵 西尾　由章
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高４５ 北澤　直樹 伊坪　道広 辻元　由紀 北沢　直樹

高４６ 森本　幸登 塩沢　克章 坂井　洋平 森本　幸登

高４７ 小森　信祐 大原　直木 北林　　敦 小森　信祐

高４８ 鎌倉　大和 小澤　孝光 水野真二郎 鎌倉　大和

高４９ 佐々木　浩 伊藤　陽子 篠田　佳枝 佐々木　浩

高５０ 片桐　英俊 岡田　　崇 新井　敦志 片桐　英俊

高５１ 出張　　稔 村田　佳洋 矢﨑　智幸 出張　　稔

高５２ 吉川　廣幸 斎藤由紀子 片桐　直樹 吉川　廣幸

高５３ 熊谷　孝太 鈴木　雅人 北條　啓大 熊谷　孝太

高５４ 松枝　賢一 唐澤　太一 横田　寿幸 松枝　賢一

高５５ 塩野人弘充 木下　雄介 西元　絵美 塩野人弘充

高５６ 坂本　広登 岡本　愛理 二宮　美穂 原　　樹大

高５７ 小森　康弘 田中　敦子 中平　　亮 坂神　由美

高５８ 藤本　幸孝 清水　美幸 田村　聖子 牧島　　渉

高５９ 赤羽　由文 稲垣　雅久 熊谷　美保 熊谷　美保

高６０ 林　　朋樹 新井　雄大 萩原　　光 小林　春樹
高６１ 木藤美紗妃 佐々木将岳 両角　駿 北原　達哉

高６２ 仲山　雄貴 原　　岳 宮田巴都樹 外松　宏規

高６３ 橋枝紗知子 松澤　一樹 海老原美里 林　舜

高６４ 片桐　悠 木下遼太郎 戸崎　精 原　佑輔

高６５ 後藤　充博 三浦佳帆里 橋本　亜門 本塩　彩衣

高６６ 佐々木健人 上沼　由宜 岡本　渉吾 速渡　普土

高６７ 松山　航平 原　昇 丸山　華江

高６８ 後沢　大成 小山　渓太 竹村　和泉 友保　宏梨

高６９ 矢澤　知朗 林　ゆかり 岩戸　るな 大島　諒太

高７０ 出羽澤　開 小野　慎平 伊坪　美咲 塩沢　仁 勝又　彩葉

高７１ 矢澤　世成 石井　愛乃 山下　明

高７２ 遠藤　瑞大 原　　健斗 熊谷　昂星
千葉 ほの香　　　　

駒形 達哉


