ご冥福をお祈りいたします

2020年9月4日現在

中学1期
浅沼重威 2001.10.26
石谷逸夫
井田桂一
牛山浩一 2012.08.15
大須賀昭三 2017.5.19
小川喜卯六 2003.08.14
梶沼昭 2012.01.14
義那一郎
黒瀬誠 2004.03.14
小堀昇治 2003.02.21
佐々木淳 2002.08.18
清水幸雄
鈴木儀夫 2011.07.02
高橋正徴 2011.01.02
館岡夏緒
中村亨
長野暢光 2011.01.13
羽鳥忠男 2019.09.17
藤本直 2012.01
松下晃祥
毛利廣昭 2010.01

浅野次郎 2018.03
石田正明 2015.01.30
伊藤勝巳
内田幹雄
太田隆
奥川純一 2002.03.16
加藤昭 2005.11.17
工藤利一 2010.11.07
向後礼雄
小俣芳和（黒田） 2011.03.01
佐々木邦磨
志村幸雄 2002.11.20
関藤雄 2015.01
竹田節男 2013.12.07
田中勉
長井秀雄 2012.04.13
名倉光雄 2008.07.04
林弘太郎
堀之内俊一
丸中亘
柳瀬八十夫 2010.09.23

阿部恒夫
石橋剛 2009.10.11
伊藤恵之
内山剛敏
大森繁
長部矜一郎 1994.01
川上昭 2011.07.15
窪田佳郎
小久保良夫 2009
近藤欣裕 1997.06.09
佐々木仁 2018.01.30
鋤柄正昭 2011
関根晃 2001.05
武田信和
田中一
永川俊彦 2017.00.00
西谷巌
東季晴
曲谷久雄 2004
美坂兼男
山崎恒夫 1999.01.09

飯塚幸隆 2009.06.16
石渡昭男
猪股麒一郎 2009.04.10
江川豊代治
大和田啓三朗 2012.08.24
小田稔 2018.02
菊池敏典
倉井忠雄 2010.04.08
小林巌 2007.02.09
五味国太郎
佐藤亮一 1997.06.22
杉本松男
高島辰雄 2017.1.2
竹林克明 2013.06.24
遠山辰哉
永里高平
野口昭三
比留間吉三郎
真喜志康祐
三橋雄一 2012.01
山田政雄 2013.11.22

石崎卓
磯元太郎 2009.07.08
岩田修一
遠藤久長 2003.03.01
岡和生 2006.07.05
風岡謙吉 2004.05
木村啓一郎
栗山慶郎
小林正範 2015.02.21
櫻庭幹雄 2008.09.16
鮫島良雄 1999.03.14
鈴木一夫
高野辰郎 2008.11
田代哲夫 2010.01.23
富永芳輝 2005.03.19
永島二郎
橋本敦夫
藤井宏 2018.11.27
牧野昭
宮田英一 2017.04.02
四田淳三 2010.12.17

青野宏
安藤保郎
石井幸雄 2009.08.17
伊藤清美 2006.07.14
浦山一郎 2014.03.14
奥山健
加藤勝吉 2006.12.15
川端光男 2014.12.21
儀間毅 2007.08.09
熊谷忠
斎藤和夫 2007
東海林義尚
鈴木明雄 2009.11
竹林克明 2013.06.24
田中清 2015.11.11
時目迪彦 2007.01
中田光一
長谷川重善
早坂明 2015.07.24
藤本学
真鍋信行 2001.11.06
最上潤 2010.09.19
山内豊
米山喜春
渡辺盛利

鐙谷誠一 2007.12.03
猪狩徹郎 2011.08.17
石井泉 2013.04.11
伊藤裕之 2015.05
江崎公昭 2006.01
尾崎昌凡 2009.06.04
加藤庄一郎 2014.04.15
神取久吉 2004
木村啓一郎
栗山圭司
三枝裕
白土昭伍 2009.08.26
関藤雄 2015.01
田島武雄
中条健八郎 2014.07.03
永井昭 2008.09.16
並木保 1990.01
長谷川洋 2010.11.22
林一樹
古館幸康 1984.04.09
溝口昭夫 1983.11.06
矢島郁夫
山崎恒夫 1999.01.09
渡辺哲男
橋本信喜

新井竹次 2012.12.31
碇利規
石崎卓 2017.05.24
植木利夫
榎本滋民 2003.01.16
糟谷和郎
加藤久明
菊谷義美 2012.08.12
木村喜三郎 2001.08
國分曼彦 2018.01.03
沢渡正 1976.04.12
杉本民雄 1983.02.24
高橋通一 2013.09.07
立川稔 2006.05.21
塚原明
長尾邦敏
新倉雄三
長谷川洵
伴仲信綱 2015.08.24
堀川明 2019.07.05
宮崎新太郎
安井和夫
山下信雄 2001.07.09
平本啓

荒尾稔 2010.10.22
池辺洋 2013.08.02
石飛勇 2011.10.24
上原勇作
大谷喜啓 2003.04.13
片桐利光 2017.07
加藤勇三
岸田正躬
木村昶
児島正
塩川泰通 2004.12
鈴木實
高橋達児 2003.03
田中公二 2000.04
寺本緑郎 2010
中川邦好 2019.5.2
西羅巳三男
長谷川大 1993.02.12
平岡喜太郎 2015.09
馬杉忍
宮本隆司 2007.08.30
矢野洋一 2016.02.90
山田昇
須賀春夫

安藤雄一 2002.11.03
井坂勤
石野忍
浦野勝
奥田哲男
片山達郎 2011.05.01
川田稔
木原英夫
楠川益夫
後藤玉夫
鹿倉孝男
鈴木実 2003.01
田口津奈夫
田中英道 2010.07.11
照沢康晴 2005.04.28
中島一 2007.09.06
野村潤治 1993.03.05
早川秀穂 2017.02.15
藤瀬季彦 2018.07.27
加唐海人（松本） 2001.09.27
村田恒治 2000.12.07
山之内利之
山本嘉一 2014.02.28
牧正

相沢忠二 2012.11.26
奥田隆一
萩野豊（菊地） 2001.04.03
栗山豊 2003.12.01
武山有幸
西川鋹男 2005.01.21
峯澤進 2012.03.21
岩間辰弥

阿部孟 2019.02.21
落合哲也
木村敦夫
斉藤純雄 2014.10.09
寺田重夫 1986.07
西村信友 2019.01.04
栁澤裕 2018.06.21
大竹恭麿 2015.02.24

磯打勉 2017.01.29
小野田昌弘 2013.08.01
木村重夫 2014.06.27
坂間利昭 2008.04.26
寺本巌
日熊靖郎 2003.03.18
柳瀬酉之介
高橋健

海老沢實 2014.12.02
片桐繁昌
栗原純夫 2016.10.29
高橋和久 2009.12.30
遠山隆久 2012.08.01
長澤龍宏（布藤）
山本嘉一 2014.02.28
及川健二

岡崎弘 2015.04.04
川崎肇 2014.05.15
栗原宜夫 2007.03.21
高橋宏 2012.07
長野州利
町田正久
米山喜春

新井慎一
岩崎幸雄
加藤佑治
児島栄三
田原俊昭
藤山彰司
鈴木一男

飯塚彰一
上田力生
木村法夫
小林章男
中田光一
松丸利雄

石井昭吾 1997.03
内海正 2005.06.07
金城辰夫 2018.08.31
佐藤弘 2004.06.09
永田陸郎
松村晴雄 1995.07.10

出居秀雄 2015
奥山健
楠川益雄
鈴木肇 2008.10.02
平野雄彦
加唐海人（松本） 2001.09.27

伊藤友策
柿手健
越山安久 2013.11.19
高草木晃二
藤森尚和 2009.07.10
奥谷良一 2008.02.21
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高校01期
2000.07.14
1999.02.12
2017.08.06
2017.11.19
2008.08.03

2015.03.18
2012.10.12
1995.03.20
2010

高校02期
荒川上
相倉久人
伊東正朝 2017.07.18
大塩光夫 2011.01.05
小川一郎
鴨志田信也 1995.12.23
坂間利美
筋野通雄
谷秀男 2018.07.02
戸塚利彦
樋口和夫
古澤啓三 2014.06.06
山本昭

伊東直之 2005.06.22
浅見弘孝 2013.07.09
内田剛弘 2018.1
大須賀匡 2009.08.23
荻野有三 2019.09.09
菊地誠一
桜井義貞 2015.10
鈴木研治 2010.10.27
塚田孝次 2007
中村春節
平方敏郎 2009.12.25
保戸塚啓文 2013.06.18
吉原敏夫

鎌田定雄
新木敬治 2016.12.22
榎本滋 2016.12.21
大塚謙信 1996.05.04
尾崎宣也 2012.11
工藤道彦 1995.10.20
佐藤克己 2010.01.04
須藤邦夫 2017.07.18
寺島一郎 2018.07.28
長池実
福島正路 2015.09
原田拓（本方）
米倉温郎 2013.09.02

桜井宏 2006.03.13
石川宜 2011.08.18
尾内健治 1999.05.21
大橋俊太 2013.05.25
小畑暁 2015
小林正一 2017.09.30
柴田早苗 2014.10.06
高橋宏 2013.06.09
遠山宏 2014.04.10
永田好男 2013.12.31
伏見五郎 2014.10.31
松角輝次 2009.04.13
若村英一 2014.07.22

久保田敏夫
市川哲也 2013.10.02
大河原央
大村重雄 2008.02.25
加藤亮二 2014.07
斎藤慶蔵 2015.04.22
島崎八州
田口迪夫 2010.10.07
富樫晴次 2008
鍋島力也 2009.08.21
藤沢英雄 2010.06.23
山我茂夫 2006.12
綿貫哲夫 2010.12.05

青木敏夫
安藤靖 2004.10.22
泉川洽二 2014.11.05
岩本忠雄
大川恭介
片山文人 2008.09.05
川口利夫 2006.06.05
小島丸周 2013.11.09
近藤晃
佐藤英雄 2014.12.01
清水一郎 2013.05.15
諏訪好一郎 2012.03.15
高橋文彦 2015.05.26
津田二郎 2014.07.20
長尾一雄 1998.04.27
貫井治昭
広瀬満
増田融 2007.09.28
連信雄
山田耿介 2001.11.12
渡辺一之 2013.06.18

青山輝昭
石井肇 2018.02.19
磯崎昭朗
臼倉鉱吉 2003.09.16
大町隆弌 2011.10.14
勝田一彦 2015.06.13
長谷川浩吉（河村） 2014.08.28
小島義史
斎藤勇一
佐藤弘 2011.03.10
杉浦康彦 2004.03.07
諏訪忠一 2005.05.28
田口清
遠畑洋
中村一彌
野島新一郎 1995.03.19
藤井勉
三川寿雄 2011.11.29
元谷琢司 2012.01.28
横井洸二 2002.06
渡辺公任

秋本孝司
石川貞昭
伊藤正昭
上原章三郎 2006.04.01
岡崎宏
金光永浩
吉良憲一 2018.07.28
小平敏男 2010.11.04
三枝実 2010.04.18
島崎勝
杉本公守 2001.04.21
仙波義規 2018.09.26
竹山英夫
鳥羽靖
中本広亮
波間政夫 2013.01.22
藤本尚 2001.04.11
水島廣一 2011.01.31
森谷義之
吉田隆男 2014.12.05

浅見重雄
石毛真
井上日出雄 2017.02
営野鉄男
岡村数馬
鎌田良一 1996.06.07
汲川隆一郎
五反田基博
佐々木宏
清水昭次
鈴木崇生
高野真一 2019.2.24
多田正暢 2017.3.23
富本匡 2011.05.15
成実主計
原田裕至 2004.10.10
古谷寿一
南恵之 2015.06.01
山口顕二 2002.10.29
吉田浩 2011.07.22

雨宮暹 2008.08.16
石田靖二
今田康夫 2017.09
遠藤忠良
柏木英道 2007.03.22
上村武行
鴻田一章 2005.02.14
小山正直 2016.03.02
佐藤洲克
清水清明
須藤倘宏 2005.10.01
高橋宏 2012.07
谷川清治 2016.4.23
永井甫 2012.08.29
西山宗之 2008.05.14
小野田徳弥（伴）
柳沢正紀（細木）
宮寺秀雄 2012.01.19
山下昇 2015.02.06
渡辺巌

安部圭右 1999.01
荒木登 1999.02
飯塚慎二 2007.06.03
石丸健二 2005.02.23

相原睦（宮本） 2017
新井秀幸 2006.08.26
石井美也 2016.08.10
磯打清 2008.07.09

秋田光一 2016.11.13
五十君直道 2010.10.06
石井公実雄 2014.01.15
稲益省二 1998.08

浅見文夫 2013.06.16
五十嵐譲 1999.11
石川宏 2010.08.25
今泉公男 2013.05.23

荒川四郎 2010.07.02
井本照（浅見） 2004.12
石橋峰雄 2004.05.25
上野昌彦 2015.05

高校03期

高校04期

内田広定 1997.01
榎本龍夫 2015.08.05
大熊菊夫 2001.07
大原泰雄
片見貞夫 2014.08.14
栗山年勝 2000.12
小林晃 1999.02
佐久間正雄 1984.09
静省二 2012.11
鈴木男浪 2013.12.29
田中幸彦
伊達省三 2015.01.15
手塚雅夫 1994.08
中西肇 2014.06.28
野中君枝（畑） 2016.07.01
塙正男 2012.01.26
藤森久明 2009.08.30
三上克三郎 2012.10.30
山田一三 2001.07
吉澤修 2015.01.04

内山寛 2009.10.04
小川明 2000.02
大澤永弘 2014.10.27
太田宏 1998.12
唐沢喜三郎 2013.02.13
栗原治夫
小林英世 2007.12.22
斉藤久
静谷哲治 2019.04.10
鈴木恵吉 2006.01
田中伍郎
樽井義男 2011.05.19
寺井清司 2019.05.13
中林清市 2005.03.10
野村明三 1993.02
林敏弘 2014.08.14
古田寛昭 2010.04.25
宮尾博彦 2009.03.08
横田悟
渡辺健一 2010.07.13

江上茂 2003.01
小串元宏 1987.03
大澤康邦 2007.02.11
加藤詠司 2018.04.26
川勝育子（沼田） 2003.02.09
黒巣穆
小山五郎 2006.03
笹谷利之
篠正之 1990.08
鈴木文雄 2003.01.17
高木眞悟 2010.07.31
塚田圭一 2016
戸田正 2003.07.08
中村久夫 2006
生原達希 2008.08.23
原田徳雄 2016.01.28
保谷喜重
宮城博 2016.09
横山梓 2015.09.23
渡辺岳夫

江口祝 2017.07.28
小野寺正臣 2010.05.22
大塚徳樹
柿田儀二 2018.12
郷古英男
小島多賀子（沖） 1999.03
後藤上二 2009
塩田芳
篠宮弘一 2017.05.24
瀬田春生 2012.01.11
高梨煕
辻忠彦
当真一政
永山京 2011.07
橋本浩一 2010.06.04
平出義明
正垣一称
宮崎正義 2015.04.08
横山鍬三
渡辺忠明 2009.11.30

榎本章
小原一益 2008
大波力夫 2011.12.26
柏木浩
清本湧司
小竹明雄 2009.08.30
後藤哲也 2010.02.13
茂野徹太郎
荘埜仁志 2015.06.09
関雅志
滝口直行 2006.05.28
辻博祐 2017
名古屋汎
二部裕 1999.06
花井みな子（五十嵐） 2015.06.22
藤井義介 1991
松村邦雄 2006.12.25
矢谷哲夫
横山弘 2002
渡辺増次

浅田秀一 2005.05.15
五十君直道 2010.10.06
今泉紀雄 2016.02.05
岡本勇
片桐俊行 2012.08.04
神庭修
小松崎英 2002.02.26
坂井光 2012.03.05
塩原佐太運 2006.02
清水達 2002.04.01
関口浩平
高橋達男 2014.02.28
江口勝生（堤） 2012.08.17
中原久雄 2018.05.03
野村明三
堀口武敬 2014.01.27
文珠武夫
山本茂
石田照幸
金子洸美
島川佳子
坂野かほる（戸張） 2010.10.19
藤本静江

浅沼正也
井口勇 2007.04.19
岩崎幸夫
尾崎雄三 2020.03.03
加藤四郎 2011.04.14
国澤弘 2011.07.26
小山伸 2000.02.10
榊原剛 2003.06.30
富田和彦（塩村） 2018.11.07
杉浦英彦
関信義 2012.02
田島實 2019.02.21
徳永博司
中村肇 2009
橋本正史 2008.12.16
三須武 2006.06.04
山崎秀雄 2019.2..28
横田尚巳
吉武秀子（市川） 2009.06
河北アヤ子 2015.03.17
中静信子（鈴木） 2011.07.06
大多和富江（中村） 2010.12
功刀昌子（松本） 2013.04

浅見進 2019.06.18
井口稔 2013.06.15
内田聡吉
尾関篤 2009.09
神戸真一
鍬守昭 2011.02.04
権田貞夫 2008.05.18
佐竹義一
篠実 2005.09.01
杉山吉秀
関根清治
田中正伸
都丸順一 2017.12.14
楢崎繁 2007.04.04
平岡錬二
三竹英雄 2017.01.16
山下和夫 2005.11.22
渡辺治雄 2014.10.26
梅田明子 1997.01.21
川口恭子
岩崎洋子（鈴木）
片桐恵美子（中山）
大木寿子（矢田）

足立貫一
石戸谷貞仁 2012.07.06
大芝進
落合達郎 2014.11.27
川和田修二
小平恵一
斉藤照夫 2011.11.22
佐藤博
篠原詠二
住吉孝一 2009.01
高澤信
塚越義人 2011.01
豊田寿一
西村充 2012.07.16
平野明男 2012.07.17
三宅泰
山本誠次（山田） 1997.07.15
八幡栄美子（浅見）
佐藤早苗（柄本） 2012.07.01
北村登司枝
竹本久子
藤井東母子（七井）

飯塚弘蔵 2014.03
稲垣豪男
大城哲夫 2007.04.05
風祭寛二
菅家元 2012.06.25
小林利喜太郎 2000.07.08
斎藤龍司 2013.09.06
佐藤文美 2013.12.15
芝山秀太郎 2019.10.26
鈴木貞男 2005.11.09
高杉治朗 2013.07
塚本吉正
中島阿倶利 2015.03.22
西山暢一 2015.04.23
星野和己
森崎泉
山田裕通 2012.07.02
小倉昭子（五十嵐） 2008.11.10
小野寺蓉子
内田京子（堺沢） 2014.10.22
滝沢節子（都倉） 2017.04.03
青木雅子（野村） 2018.10.26

青木健 2007.10.26
石井岱三 2017.01.19
梅岡美雅 1999.05
大野益郎 2014.03.12
柏原秀孝
岸一彦 2004.10.19
最勝寺真澄 2013.05.30
佐伯忠彦 2010.11
鈴木俊明 2002.03
高岩仁 2008.01.29
滝沢久雄
土肥幸夫 1994
永田茂夫 2011.01.03
英明 2017.05.28
深澤國雄 2016.02.14
前原幸守 1998.05
真中貞夫 2015.07
山口利夫 2013.06.17
平田千枝子（浅沼） 2013.02.18
藤井佳子（遠藤） 2012.11.12
清水秀子
富永春恵
内山恭子（松本） 2015.12.04

秋山功郎 1991.07
伊藤與嗣男 2017.09.21
大関修三 2019.07.25
岡芹繁夫 2013.03.03
金光永彦
北村宗光 2004.11.19
坂本光一郎
柴田実 2004.05.15
鈴木正彦 2001
高岡敬 2013.07.23
竹内出 2004.10.20
富永英夫 2005.03.07
長畑秀夫 2010.01.13
羽深文雄
藤井昭孝 2001.03
町田忠治 2015.12.14
峯澤正 2010.02.28
山口彦次 2003.01.05
阿出川みちる 2017.05.08
岡本敏子 2009.1.23
杉田和子
坂本郁子（中田） 2015.11.29
金山和江（安川） 2007.09

秋山直照 2006.05.17
井上暉夫 2010.09
大塚弘基 2018.01.31
沖村光信 2005.01
加納弘郷 2012.09.07
桐山和雄 2013.01.19
桜井秀雄 2013.01
島崎晃 2011.05.06
杉山肇 2014.07.21
高田修地 2011.04.17
田所満正
鳥居隆 2016.08.02
中村実
林昭雄 2010.07
古田明光 2017.09.23
松田健二 1990.01
宮本義治
吉村方捷 1996.03
西郷美津子（一杉） 2004.01
祖父江直代（小野）
岩田敦子（高橋） 2020.07.12
矢沢興代（福住） 2017.01.24

天野博之 2018.07.27
内堀誠
大波克夫 2012.03.31
小渕孝之 2016.08.18
河内襄 1989.11
工藤一星 2019.12.15
酒向正博 2010.10.01
島崎隆 1998.05
仙田正二 2014.03.13
高橋聡 2009.08.05
田中省三 2013.06.29
中井寛
中矢博行 2001.11.23
東山義輝 2012.06
古野二三也 2019.05
松本日出彦 2018.04.13
村井和郎 2020.04.10
渡辺昭本 2013.03
伊藤浩子
坂井陽子（笠原） 2019.1.8
山中定子（高橋） 2008
三須雅子（藤崎） 2011.10.29

飯島信一郎 2015.06
粳間豊 2017.06
大西乙亥
小俣一郎
藤本甚一郎（木下） 1997.09
後藤達 2014.08.28
鈴木修蔵（佐藤） 2003.12.12
島津明一 2010.09.25
相馬文彦 1983.01
高橋輝夫 2003.11.21
川上厚（遠山）
中里和夫 2019.06.26
蓮見和義 1997.01
平田康浩 2013.09.05
細田宗治 2011.10.21
松本正昭 2019.01.20
米良周 2012.02.20
渡辺昭昌 2020.03.23
田辺孝子（今井） 2018.12.14
中川由子（小島） 2009.08
富岡恵子
岩瀬敦子（藤田） 2016.03.09

足立明朗 2005.11.22
伊藤敦夫 2008.05.26
緒方静夫
菊地慶四郎 2018.05.12
栗原洋一 2020.02.29
池田実（斉藤） 2013.06.10
志村晴司 2013.07.23
瀬戸山璋 2016.12.30
竹之下隆弘 2014.05.14
月野和雄
中川滋夫
橋本力 2010.01
前迫勝士
森崎益雄 2017.10.08
藤井圭子（市川） 2010.12.10
武田潤子（糟谷） 2017.08.05
久能邦子 1997.12.22
長坂郁子（高室） 2002.01.04
小島須磨子（松本）

荒川勉
伊藤尚夫 2017.4.26
宇野敏郎（小笹） 2014.12.03
岸喜定 2011.05.22
和田亮一（小池） 2012.09
佐々木堅三郎 2009.03
下壮而
田井治恒年 2014.02.26
太宰義克
寺本殷昌 2017.12.17
永島信敬 2002.08.13
花園宗一
松田経彦 1996.11.21
矢萩元 2006.07.20
桔梗玲子（大沢） 2007.08.09
加藤進子 2015.04
会田かをり（後藤） 2009.12
川久保延子（林） 2017.3.30
川島葉子（望月） 2002.11.05

市川慎一 2019.01.06
岩峯秀夫 2011.02.28
金児昭 2013.12.19
草間正彬 2016.07.03
小出宏
佐藤鎮雄
鈴木淳史
高田勉 1992
田代力也 2003.09
藤間康弘 2019.11.22
西村脩宏
藤原博
松村重雄 2005.08.02
吉田亨
山田清子（大竹） 2012.09.16
中村恭子（上岡） 1998
岡光子（小林） 2018.07.00
藤尾寿江（福島）
山本節子 2012.02.16

市川弘一 2012.12.30
内堀清三郎 2009.09.04
鎌倉正弘 2018.01.08
久保木健二郎 2006.07.23
小西久也 2019.05
佐藤弘明 2004.02.07
鈴木譲
高橋捷夫 1999.06.11
谷口博一
富岡和夫 2018.01
二村征
堀越義規 2005.12.28
溝口昶実 2018.05
渡辺蔚 2009.03.30
武井敏子（小川） 2016.08
松本野分（上村）
篠原田鶴子
今井伸子（堀） 2008.07.23
坂田文子（芝山） 2015.01.29

市村勇雄
浦田伸郎 2018.03.06
川合利明 2011.01.27
栗原邦夫
小林 清人 2010.03.22
佐野博司 2019.10.25
砂田一郎 2014.06.19
高山栄 2002.01.23
丹巌
中義孝 1995.11.23
布瀬正親 2006.06.25
本田恒一 2017.01.30
宮坂劭 2017.10.22
三輪淑子（安東） 2015.12.19
中屋美智子（奥） 2013.11
村上芳子（木村） 2009.02.20
大木喜代子（高橋） 2000.01
吉見根子（町田） 2014.03.18

新井正晴 2012.03.22
土屋靖治 2011.10.04
鈴木京子
井上修平 2005.01.15
長須実 2012.10.06
吉田佐和子 2014.04.28
佐藤正司
山岸敬司
荒野賢治
髙雄俊二 2019.01.28
大西久雄 2007.11
木庭弘道
真野喜興 2011.06.04
小味山和子（磯辺） 2014.08.20
草場秀外 2006.01.12
安井俊英（千葉） 2019.01.14
山口忠正 2003.11.02
石原節子（細田） 2014.12.16

岩本正邦 2018.02.03
武藤守弘
志村美智子（中根）
荻野寛伸
深井浩 2018.01
飯田道彦
杉木節夫
藤田つる（蔵） 2016.12.05
安藤義人
田中生男 2012.02
大場幸雄 2017.4.21
安田凱昭（高木） 2002
丸山弟亮 2015.03.09
中川倫子（市川） 2014.02.07
佐川悠二郎
野中英紀 2001.06.29
大友信子（菊田） 1998.05.20
大島和子（三須） 2017.4.17

横山光磨（北村） 2012.07
森井惇雄 2009.05.17
三浦まき（浪本） 2016.06.17
粕谷格 2018.01.05
藤田秀男 2007.05.30
遠藤晶洋
関口忠男 2014.11.03
渡辺篁子（篠崎） 2019.08.27
遠藤智 2019.3.15
田中冬樹 1996.06.29
小野俊孝 2013.09.24
那須野恭一
山谷敬之 2012.04.29
沼沢美代子（工藤） 2010.12.27
佐藤元彦 2012.12
古川晋 2004.02.27
高辻彰子
金山貞子（山下）

鈴木邦男 2005.06
稲垣幸子（加来） 2020.01.01
竹上文枝（野村）
久保田義介
三原滋 2008.02.04
大石哲也 2008.01.13
宮木芳彦
杉岡美砂子（松浦） 2012.10.25
大山高根 2014.03.04
横田惇 2014.07.01
利田一郎 2014.08.09
広瀬彰 2018.12.22
高力寿春（渡辺）
貝森啓子（西） 2011.04.08
島津肇 1998.01.27
塚田初美
並木澄江
河野徳子（山角） 1997.07.13

辻志郎 2002.01.23
木村賀久子 2011
池谷健 2004.11.20
後藤一乗 2010.01.09
横山三和子（長池） 2015.01.02
加藤真男 2010.06
山県翼
阿部宏弥
小池源宏
吉田雅子 2018.02.04
岸崎隆生 2020.01.16
福田耕太郎
東久美子（藍原） 2007.07
角張洋二（飯沢） 2918.12.26
菅野哲哉 2018.1.1
前田実 2004.09.21
野口瑛子（野口） 2008.02.01

市川英雄 2008.01
水野慶之 2010.10.20

荘正 2001.09.28
宮島敏則 2008.11.21

白石好伸 2011.02.16
高椋玉江（佐藤）

寺木孝義
今牧美智恵（矢作） 2017.02.04

林久治郎
山口静子

高校05期

高校06期

高校07期

高校08期

高校09期

秋本義洋 2012.12.08
新田晃
松岡芳子
佐々木正 1992
稲岡進吾 1998.06.13
芝山秀次郎 2010.04.12
児玉克子（大平） 2018.11.21
川口忠宏 2015.06.16
前迫三和 2006.09.14
宮本陽子
村野好明
瀨下郁子（三井田） 2017.06.20
遠山睿 2013.03.05
和島司 2012.12.24

小川忠夫
初見健造
藤原和衛（三沢） 2006.11.13
遠山孝 2013.08.09
岡本康男 2003.06.07
神保秀夫
相川吉徳 2005.03.23
戸川敦
和田鷹男 2010.12.25
塩田邦久 1960
安留直 2018.03.22
小原誠 1986.07
仁井良平 2013.06.21
神立志津子 1997.04.07

小島武 2012.03.29
松井公行 2017.02.06
石川毅
向井洋介 2013.11.12
岡安勝昭 2006.11.26
須藤伸男 2009.08.12
市木健一郎 2012.07.13
豊田雅一 1984.06.04
渡辺寔 2019.03.29
島野一男 1961.11
吉田仁彦
齋藤正一 2017.7
平林道啓 1956

館林英幸
片淵美保子
小高克介
吉田嘉美（保科）
金子温巨
永田雅男 2001.12.22
遠藤秀夫 2015.01.04
野田孟 2009.08
小幡達子（大久保） 1987.07.12
滝田寿成 2017.12.10
辻井みどり（仙田） 2010.03.05
佐藤巌 2013.12.26
森崎正義 2015.11

田中康夫
鈴木登美子（手塚） 2012.02
河辺隆也
小松とよ子（柳堀） 1994.05.21
桜井弘基
森弘臣
大村將夫 2015.06.26
平田翰那 2011.02.21
相原英子（星） 2005.06.27
宮成和彦 1994.10.24
帯刀毬子 2013.11
竹内相一 2001.03.14
山下嗣夫 2014.03.18

山崎咲子（相原）
石岡哲郎 2009.11.28
森一夫
見米美登里 2014.02.26
後藤英夫
鈴木惇子（浦尾） 2003.12.23
石井晴士
土屋義孝 2004.12.08
塩澤美智子 2014.04.18
根橋徹郎 2003.03.08
大沢裕爾 2015.06.16
沼田靖雄
横山喜美夫
繁田長幸 2007

小川鈴代
金古芳章 2018.01
柳生純麿 2010.03.11
羽根田千賀子（三松） 2015.10.05
高橋俊夫 2006.07.12
橋本尚美（神田）
鵜月宏明 2006.08
福住幸三 2014.07.30
池田定之
藤本實 1999.02.14
大山賢 2017.12.30
羽根田達治 2007.04.20
飛田紀子（栩木） 2004.06.27
吉川禎一 2013.12

滝沢美那子（草野） 2016.07.22
崇島弘安 2009.09.14
山田進
嘉悦敬之 2008.06.01
中村靖 2008.10.18
中川陽子（橋本）
大塚洋一 2006.04
八尋宣典
榎本国利 2010.01.24
山本忠平 1998.07.30
春日福治
馬場英行 2008.08.20
大東千鶴子（三橋） 2011.06.10

阿部幸子（高橋） 2013.11.10
御園賢治 2009.12.05
風祭幸子
角田哲朗 2017.2.10
本庄弘 2011.10.12
渡辺由利
石田栄一（金勝） 2010.11
吉田広
菊地吉盛 2013.12.12
安達忍 1998.12.02
笹川俊雄 2011.12
福井康博
大石慎一 2016.10.30

天明栄子（手塚） 2014.01.17
本橋登 2019.05.26
中村多見子（熊谷） 2000.04.13
樺山照一 2009.11.27
増田淳子（宇宿）
飯田忠勇
杉山宣夫
吉田元彦 2015.05.17
小坂健二 2019.01
天野久男 2008.07.10
塚本陽 2005.07
山本清明
小野沢弘之 2011.09.12

城戸恵一 2007.12.26
上野はる子（篠） 2009.12.22
沖村正康 2012.09.04
山中隆也 1998.06.16
大村光弘 2010.10.07
生田目常義 2016.08.13
吉田龍彦 2019.02.20
佐藤勝 2005.03.24
飯田高根 2003.06.26
奥名敏子
小池国士 2015.11
飯山昇 2017.11.19
橋本健治

久能史好
大庭靖子（芝尾） 2008.01.29
鈴木敬愛 2014.11.04
奥村紀子
笠原憲雄 2001.11.15
西上晴雄 2011.07.18
三井豊子（横川） 2018.09.28
杉山公治 2013.10.20
大須賀守
柴田節子（金子） 2013.08.14
小谷進六 2016.08.28
田代裕一 2013.01.20
岡喜久子（加納）

井口富士枝
牧田和子（関） 2018.02.22
富澤稔 2011.08.11
真壁志津江
佐古勝文
羽田圓城 2012.01.04
大沢建吾 2011.01.15
結城仁 2018.02.16
片寄紘一 2011.03.22
小林康子（久保） 2018.03.09
塩野谷忠男 2018.10.16
根本幸次 2012.05.19

大西寿子 2009.12.08
本橋紀美子 2017.05.22
西村賢一 2002.07.23
青野真也 2014.12
田中直樹 2003.06.03
林輝明 2016.01
川井共通 2004.01
渡部真也 2015.12.30
段勲雄 2009.10.09
古川真理 1997.01.24
鈴木章 2017.10.06
丸山晃央 2018.09

後藤多栄子（小野） 2019.06.20
岡本駿 2015.06.30
堀元夫 2017.01.08
海老原代師行 2018.01
中井紀男 2015.06.25
松本仁 2003.12.26
五田利兼 2002.07
青木克己 2018.07.09
増田明彦
神戸史雄 2010
田口定昭 2017.03
山下萬夫

天野靖介 2010
山口英男 2012.01.08
岩崎秀子（野崎）
佐々木茂 2015.12.18
森川正彦 2018.02.18
関根康雄
畔柳次郎 2012.05.27
中塚武雄 2005.11.15
木原洸 2016.12
菅典子（宮下）
坪井主税 2016.12.29
増島由喜子

関優 2010.01
中津山正昭（渡辺） 2015.01.13
竹口裕子（平塚） 2004.12.25
永島秀幸 2005.12.16
森野尚 2016.06.07
広岡知彦
税所篤俊 2015.05.09
松田良二 2003.09.07
小林一三 2000.11.24
笠井陽子（森） 2010.09.24
平岩英夫 2015.05.15
川端昌子（服部）

谷沢烈
脇川佳都子（大野） 2019.11.27
植野栄 2006.11.09
橋本明彦
小林真佐子（岩井） 2011.03.13
松本衛士
斉藤浩 2015.08.02
山田耕治 2015.12.14
石原淳子
五十嵐洋治
山本洋子（佐野） 2008.01.12
武口南子（四家） 2018.01.18

西村浩一
小路洲子（加瀬） 2014.03.24
桐原紀男（新井） 2009.10.27
深沢治男 2008.01.25
竹淵敬子（川崎）
阿部久子（藤井） 2002.07.04
榊原正明 2007.07.14
遠藤文男 2003.11.16
星島恵美子（松本） 2013.08.25
桑山大典
田辺雅子

林迪義 2014.04.15
高井和子
熊谷憲一 2009.03
藤井薫
久保田宣英
北川紀一 1993.10.01
杉浦親平 1999.03.08
川崎浩 2003.05.06
関幸子（宮川）
四宮尚義 2019.5.24
森田幸子（林）

岡田紘明 2017.08.09
山岸太平 1995.10.28
新谷卓郎
佐藤洋
佐藤陽子（仙沢） 2011.06.09
網谷巌吉 2018.08.18
松尾洋 2008.02.18
宮本美子
並木昭彦 2014.09.06
笹沼正典 2007.02.08
藤原英子（松井） 2005.07.06

加藤能久 2012.12.17
長尾夫美子（加藤） 2001.09.21
高橋広司
西村功 2007.04.05
伊能玲子（寺） 2011.06.19
磯野保彦 2016.01.21
後藤翠（浅見） 2006.07.28
岩波伸之 2018.10.1
野口秀樹 2014.05
永野信行 2011.12.28

河辺尚之 2016.09.02
葛西信義 1993.10.11
田中三良 2011.10.19
林田福富
世川雅子（外山）
栗原敏男 2014.07.01
宮崎三枝子（石橋） 2014.11.13
郷田章三 2015.5
林洋
中山慎一

永田義昭 2009.03.30
片寄絋人
林茂男 2003.12.27
松岡洋
嶋川及子（中村） 2009
筑田図志雄
高橋章子（瀬戸山） 1998.05.13
内藤靖寿 1996.03.24
小川真澄
吉岡一晃

宮永和夫 2002.10.24
早川淳 2018.03.29
松木治行
五十嵐富子
首藤房江（森田） 2007.09
西尾直雄
遠藤淑（増井）
中原克彦 2016.1.24
柄澤建夫 2013.12.26
阿部郁子（中林） 2019.1.7

大野淳三 2020.03.01
香川晃子（岡野） 2002.07.06
大橋逸夫 1976.01
斎藤正治 1995.11.22
久米幸子（菅原） 2012.04.22
鈴木慧一 2011.03.20
隈崎紘夫（中村） 2002
武田英晴 2019.05.06
石崎博雄 2019.05.08

岸四十三
木村優子（茂） 2019.07
鹿子田耕也
重野昭夫 2017.01.8
大前昌子（三谷）
西方洋一
冨家俊弘 2008.12.16
冨永恭弘 2016.04.04
今城通義 1994.12

関谷竹生 2013
山本直子（藤本） 2011.09.07
五十嵐笙子
鈴木東海 2010.10.27
岡本和雄
伴隆徳 2002.04.04
福沢知子（浜口） 2009.11.15
藤冨正毅 2017.02.11
篠原庸雄 2011.07.07

中山力
水口成子 2006.05.20
斎藤昌江（黒子）
高田久行 2016.10.22
書上由紀夫 2006.04.19
高橋克子（渡辺） 2009.05.03
蔵原輝人 2010.08.28
三浦達彦 2019.02.02
丹野忠孝

松尾直樹
堀野百重（森脇） 2000.04.23
井上正義 1999.06
和田純一 2018.11.25
真田和彦 2005.11.15
大倉達也 2018.12.15
五明優機 2013.07.10
山本正己 2018.05.24
戸田輝彦

安達靖之 2005.03.05
高田典子
橋本勝
増山良夫 2017.7.6
高橋伸光 2005
小沢純子（宮古） 2012.07.01
熊谷和子（奥本）
平山宏 2005.01
田中武 2003
岡崎千代子 2018.02.12
平岡治美（永島）

上原直行 2014.01
金山康規
藤原勝利
森田真平
若尾秀也 2009.08.29
小林鉄男 2009.12.31
西原明子（宮坂）
佐々木克代（野村）
嶋村雅男（中島） 2013.11
加々尾房子 2004

金子和夫
工藤満彦
巻内勝彦 2012.01.08
安藤嘉邦
石渡郁子（沼辺）
中村一弘 1998.11.30
青木静
赤松俊雄 2017.12.29
四方清
田中治子（久保田）

田中良武
坂本紀生 2011.01.13
増井国男
岩間正道 2012.04.01
田中昭雄 2019.07.30
西澤敬一 2014.10.18
板井真明
荒川洋二郎
五十嵐笙子
神杉豊子（関） 2008.03

鎌田サチ子（行徳） 2016.01.26
滝本英之 2003.03
増川信夫
鈴木悠三 2008.12.03
原浩二 2007.10.30
正垣教義 2018.11.22
長崎哲典 2011.03
久保田勝彦
木村恒江（榎並） 2018.05.14
高橋素子（秋山）

佐藤実
滝沢淳子（多田）
鈴木仁史 2016.08.04
松本操（山本） 2014.01.26
奈良道彦 2013.08.13
阿部幸子 2013.12.24
飯泉良勝 2015.03
長井紀子 2005
進藤雅治

野々村和雄
川本皓一
堀口俊彦 2005
秋本重光
広瀬一郎 2003.07.16
石川悠子（高橋） 2014.03.04
荒井和夫（上野） 2004.08.31
安倍肇 2012.05.01
横川武彦 2018.04.11

丸山寛辿
塚田精一 2009.04.03
前野進 2018.08
岡部功 2018.05.18
小島靜 2012.05.11
沼知早苗
大槻清寿 2018.10.08
石川直樹 2005.12.04
小野木睦美（関根） 1998.07.16

矢野和夫
綿津鴻 1996
宮木俊和
片山泰延
水野康子 2014.03.22
鈴木美代子（福田）
大場修一 2018.02.18
大塚義昭 2018.10.11
高橋祥枝

矢部洋男
早船和子（蔵園）
奥田日佐枝（宮坂） 2012.01
鈴木哲 2013.05.15
小川潔 2012.08.22
間中教恵 1980.10.26
日田竜彦
篠原正 2019.1.30

大森千明 2017.07.22
大山美智子（山下） 2013.01
加藤博司 2020.01.14
熊谷匡子 2000
正木昌子（小松） 2001.11.14
菊池俊器
関谷絵美子（加山） 1997.08.06
篠善吾

綱島丹
川和美秀 2008.02.29
志村麦人
江口紀子（松吉） 2011.02.17
野村省子 2005.01.29
来栖宏一郎
酒井美千代
田中真樹雄 2013.09.21

宮武隆雄 2016
甲賀寿幸
市毛京子（高橋） 2005.05.23
荒田譲 2019.2.8
梶原幸子（久次）
手塚友司 1975
杉本陽子（杉丸） 2002.02
深町純 2010.11.22

森泉周
匂坂傑 2003.09.25
十代田博
高平信夫
牛尾喜美子（松本）
堀尾利晴
淺田章子（谷口） 2017.08.23
藤勝周次 2009.06.16

吉川比呂志
照屋玲子
中江和夫 2011.04.19
三浦宏樹 2017.02.07
海老沢裕夫
国分ヒロ子（折居） 2004.02.04
金子靖

高校10期

高校11期

高校12期

高校13期

高校14期

高校15期

高校16期

高校17期

高校18期

伊丹真 2014.12.23
若杉哲夫 2012.07.16
横山久夫 2015.01.18
桑村賀代子（井出） 2014.02.25
小池博
井上行夫 2002.01.08
小泉暁 1997.12.17
安谷屋なほみ
篠木光昭 2016.09.01
東陽一 2018.09.23
奥園敏之 2002.01.12
水谷祐二郎

岡本豊
城戸久子（尾上） 2002.05.31
渡辺明 2018.05.01
岩内瑛子 2018.11.06
椎名恒 2006.10.31
大坪幸夫
桜井宏
新井公夫 2011.06.22
宮崎清 2014.01.08
加古進 2011.08
片淵正 2018.07.19
山西茂美

関勉 2001.11.24
小松省三
大類肇子（石田） 2010.12.14
南和子（杉浦） 2017.03.10
川上喜枝（上田） 2014.08.16
大沢彰 2010.04.30
中島利雄
岡部睦生 2019.08
柳瀬和夫 1993
丸橋昇
戸津正 2016.06
井出納子（山城） 2012.11

谷川内富成
石田純子（阿部） 2010.05.06
五百蔵雅文 2016.06.02
米津泰子（西村） 2003
宇佐美なほみ 2006.11.10
川原和也
古橋徹 2019.03.23
斎藤保廣 2003.09.03
山田良二 2014.08.10
村沢博人 2009.06.26
中崎展男 2007.03.04

陸田信雄 2008.05
斎藤隆子
山仲滋朗 2006.12
市古夏生 2019.09.26
土田美智子 2006.07.21
金子友昭 2004.03.26
増島健次 2018.08.09
佐久間健司 2002.08.26
渡辺和彦
秋山敏行
波頭眞一 2020.04.22

鈴木俊一 2004.05.01
矢崎由美（山下） 1997.09.29
村山康男
安部秀樹
中島眞木子 2016.09
芝崎ベニ
松岡英一 2013.01.30
加藤保美

野本克己 2000.09.06
木谷譲二 2007.03.16
井上康子（伊藤） 2016.05.30
百海緑（朝倉） 2012.02.28
荒井博
岡沢修一 2006.08.03
松島英人 2010.08.18
平貞夫

牧野憲一 2014.10.23
木庭賢二 2003.03.11
伏見映子（長井） 2005.01.04
髙田信子（北田） 2012.01
江藤正文
北哲夫 2015.02.20
松井恵美子（藤原） 2018.10.21
平木秀 2020.08.26

佐藤彰子（菊池）
矢島久子（織田）
田中千枝子（矢島） 2020.01.08
北大路幸子（黒沢） 2010
八木覚
粂沢哲郎 2018.12
平島港

松林良子（富永） 2012.03.02
古藤成一 2015.11.09
橋本良明 2016.09
白井真樹子
家泉重子
菅原健 2018.04.23
吉野秀雄 2003.01

山本紀男
中西出昭子 2015.04.22
FRENCHMidori（板橋） 2014.12
藤田敬子（山本）
志村眞
中谷文俊 2008.03.28
島根明子（山田） 2015.07.06

佐貫和香子（小林）
江川恵
和田良子（梅津） 2018.2.27
荒井博
宮本正信
井田順一 2018

高橋みさ子 2014.12.23
酒井克己（川端）
高木順子（十代田） 2017.09.18
川島文夫 2009.08
安彦博
佐藤充男

中江みどり（森） 2011.05
田村恵子
山口道子（小野） 2008.02
讃井正光 2007.05
荒井清 2013.03.19
永島祥一 2015.02.10

神戸和子
吉沢修 2003.04.30
小山田香子（矢部） 2017.06.01
庭山寛 2016.12.23
岡田俊 2009.11
原田昇一 2019.06.21

村林崇志 2012.04.21
吉田節夫
八幡季子（鈴木） 2016.07.11
熊倉裕
小林一男 2003.05.01
長嶋敏美

鈴木幸夫
萱島早苗（須藤） 2002.08.16
笹田一 2006.04.21
立花一成 2017.03.17
田中常世 2015.08
福地正 2018.08.03

皆藤薫（石川） 2005
粂沢芳郎 1974.03.03
関根潔
近角信利 2012.02
齋藤晴子（古島） 2018.01.13
文野豊和 2012.07.26

小林幸子（二宮） 2018.10.19
佐々木勝美 2013.08.09
南部俊博 2012.05.05
松下信明 2011.10.07
奥信行 2015.06.08
小森伸子（鈴木） 2008.05.11

丸山力央 1987.01
井上恵美（稲垣） 2008.07.23
奥田秀宇 2019.04.22
安原清 2013.08.08
吉田雅司（斉藤） 2007.12.11
村野昇 2000.12.31

森泉一男 1999.08.27
木前利秋 2013.12.04
正木哲雄 2004.02.25
原田知郎
本多安子（岩下） 2015.05.21
長岐純一 2000.07

阿野和隆 2014.09.12
木村誠夫 1996.10
宮本由美子 2009.07.20
藤山創 2012.07.17
太田由貴子
山口誠一

福岡和夫 2002.08.02
肥沼年光 2015.04.19
折手信之 2011.05.04
渡辺哲伸 2018.02.05
大屋佳代子（橋本） 2014.10.24
矢島佳子（木下） 2011.03.09

堀内正彦
佐藤康二 2008.04.10
竹下泰彦 2017.01.15
岡田啓司 2012.07.26
藤原典子

山本敏文 2016.04
藤井誠
小林真人 2017
福島弦 2003.08.20
斎藤正義 2018.8.5

石黒邦男 1996.05.09
藤本敏雄 2013.04.01
有賀茂幸
大内寿子（船木） 2013.03.07
辻村康子（大木） 2005.08.30

五味渕浩
松岡英隆
和田恵 2001
森千代美（山崎） 2014.06.16
永松玲子

谷口守 2017.09
新居克洋 2012.02.14
有賀悦子（色田） 2008.03.22
田嶋匡 2017
小見野宏 2018.04.29

関川裕 2006.06.13
平敏朗 1999
柿沼泰弘 2017.09.18
有馬典子（斉藤） 2014.10.15

谷口芳男 2014.06.10
木下紀子
鈴木徹 2010.07.05
水野浩吉 1999.03.26

佐竹芳世
島田雅史 2011.04.09
石川経 2012.02.27

西村良一
小林隆平 2016.02.12
山本勉 2019.03.02

宮野正 2015.08.29
高良聖 2017.01.31
新田啓子（榎本） 2018.12.10

横山典儀 2018.02.21
菊池史彦 2016.10.16
斉藤尚子 2004.06

加藤静江
外川雅紀子
野崎智恵子（本間） 1989

高校19期

高校20期

高校21期

高校22期

高校23期

高校24期

高校25期
柏村友彦 2018.01.19
柏原啓二 2009.08
徳田幸子

新内克彦
田中美枝（春山） 2009.09.28
羽部公彦

北浦幹也 2014.03.08
吉井久美子（佐藤）
近藤由紀子（山口） 1989.05.22

中西直哉 2019.02..04
村松篤子（清水） 1992.02.03
相京典子 2019..12.28

一噌千佐登
加岳井広 2009.09.28

田中聡
水井哲之 2009.08.23
北島元文 2013.06
奥村裕二

野仲真一
柳沢和太郎
柳沼康夫 2007.01
壷井久美子（石井） 2005.11.23

松本義文
木俣和宏 2011.03.31
河合浩 2002.05
小西与志夫

秋葉千賀子（渡部）
小松田啓一
久木田高三 2010.07.04
尾藤恵子（塩津） 2015.06.02

大福浩二郎 2009.05.26
菅野靖美（田島） 2013.06.11
吉田美和子（大橋）
田中令子

四方鉄郎 2012.01.06
木俣和宏
安田博 2011.06.09
小川恵理子（林） 2002.02.01

武藤猛 2017.03.15
近藤威 2006.04.11
木村満美子（井上）
松本尚子（勇川） 2019.03.28

飯島貴代（宮内） 2007.06.27
杉本敦 1981.09.17
舘野睦基 2016.05.04
門脇治子（池田） 1998.05.13

宮舘靖 2011.08.24
山中多美子（谷田） 2013
宮崎雄三 2011.08
池田江都美（鈴木） 2012.08.24

稲毛政一 1998.12.09
石坂純子（山中） 2004.01.28
原田美恵子

田中正弥
丹生悦子（佐藤） 2003.05.12

松村秀樹 2004.05.25
今井博之 2003.07.05

後藤薫 2003.12.25
都筑理世（田中） 2007.03

里山裕子（秋元） 2011.12.27
菊本美雪 2012.08.10

橋爪恵子（櫻井） 2004.08.28
一柳昌弘

小池理麿 2010.07.29
戸田麻理（鈴木） 2011.03
池田意都子（佐藤） 2020.03.02

富田清美 2004.01.03
本江由美 2014.02.05
谷口富子（蛭田） 2019.2.22

国岡道夫 2015.01.14
種山知子（片岡） 2009

山本恵理子（柴田） 1997.09.13
本田志穂（須藤） 2004.07.12

松田明子 2011.03.04
福光信介

田中直道
佐藤経子（稲葉） 2005.12.05

小林由紀男 2014.06.10
山田理英子（安藤）

小宮山浩司 2005.01.25
田村高信 2018.05.06

篠原裕 2003.06.26
田中啓子 2003

原かおる

太田 毅 2012.10.14
志水数重 2012.07.29

小池輝夫 2009.08.30
中村美保

武田直純 1986.10.11
石田文子（西島） 2014.06.10

望月桂二 2006.11.21
浦野里佳（八橋） 2002.08.16

梅田和之 2006.11.20

田中秀明
田村咲智（小山）
若井敦子（竹内） 2015.12

塩脇徹
箸方真理子

山崎理恵（大久保）
吉村南穂

関口佐千子
安藤信也

嶋康子（青山） 2013.04
澤田雅恵（飯野） 2015.05.17

高見純一 2018.11.24

園田直子（箱崎）

細谷力 2002.05

高田博雄

小原智子（大川） 2010.10.19

熊谷智治 2006
松原友恵

蒲生浩樹
竹内俊彦

竹中知子（高橋） 2001.04.03
駒原伸一

栗山薫 2014.08.24

辰井勉

小島甲太郎

白戸啓嗣

久保田邦彦 2003.02.27

西山昭生 2018.10.26

引地直樹 2000.09.30

吉田貴美子 2017.08

栗原参嘉 2018.07.04

相川聡美 2018.01.27

本橋淳子（野田） 2003.03.23

花井薫 2009.01.24

小林誠 2016.07.08

高校26期

高校27期

高校28期
高校29期

高校30期
高校31期
高校32期

高校33期
高校34期
高校35期
高校36期
高校37期
上野誠一
高校38期
相原秀機 1988.09.26

相吉顕治 2007.08.27

五十嵐久枝

岩崎明子 2018
江原尚之 2008.06.22

俵山美七 2012.11.30
遠藤健司 2013.06.30

小島太郎 2000

佐藤大 2017.01.04

山田喜美子 2010.03.21

清水敏彦

福井丈章

高林ひとみ（川井） 2017.8.24

小林信雄 1999.01.20

野々村直子 2010

西村優子 2004.07.18

岡本憲 2007.09.26

高校39期
高校40期
高校41期
小西友規 2011.03.03

中和田昌美（秋田） 2015.06.06

佐々木哲也 2001.01.02

川田晃 1997.11.07

市川敏彦 2004.12.09

小金井勇治

高校42期
高校43期
高校44期
松本威一郎 1999.07.04

高校45期
田上健志 1998

後庵宣道 2007

高校46期
佐々木暁良 2011.01.02

相良大輔 2008.05.02

高校47期
加藤亮

小島太郎

古田信夫 1998.04.24

長野修治

高校48期
高校49期
橋本哲 2014.04.25
高校50期
吉澤岳史 2015.03.20

和田芳仁 2020.08.17

高校51期
宮崎健太郎 2001.03.18
高校53期
角井愛 2011.10.03
高校54期
後藤康一郎 2013.06.21
高校57期
角田誠弥 2011.05.08
高校58期
内藤雅樹 2011.07.31
高校59期
新田匠 2010.09.15

雲野明生 2014.07.31

