
※卒業当時および更新データをもとに作成しています。

※29回生の入会から学年理事2名体制となっています。

■会 長  成瀬 智仁 ■監 査  鈴木 一宏  可知 みなみ ■顧 問  高沢 秀昭

■副会長  棚橋 正智 ■理 事 ■名誉会長  水井 俊之

■書記  櫻井 幹大 ■幹 事

■会 計  百瀬 敦仁

回 1組 2組 3組 4組 5組 6組 7組 8組 9組 10組 11組 12組 理事（非幹事） 理事（非幹事）

1  富田 三朗  伊藤 実知子  後藤 真得男  伊藤 由里子  加藤 文章  祖父江 秀人  渡辺 武  森 弘伸

2  佐々木 義弘  堀田 清彦  吉田 晴彦  赤塚 亨  五藤 圭祐  柴田 伸江  吉川 朋宏  平松 要子  森川 昌敏  大内 康博

3  横山 直人  棚橋 紀昭  森 康人  青山 敏  山本 明弘  山田 聖司  稲葉 誠治  横田 智香子  豊田 陽介  佐藤 真也

4  岩田 慎司  小林 大樹  住江 尚子  太田 文仁  日置 高之  杉浦 哲雄  犬塚 智美  飯尾 征博  青山 素明  三浦 修一  大野 恭稔

5  川口 真  渡邊 隆久  半田 充  大島 章裕  奥田 雅子  前田 有貴子  野村 聡  湯浅 浩一  柴田 達宏  山中 智子  横井 正敏  渡辺 早苗

6  鬼頭 豊  実原 希世  小川 晃美  岩田 正臣  壬生 雅司  野村 秀樹  小室 絵理子  河邊 祐治  森 光紀  佐藤 克尚  大橋 龍二  花木 幸恵  大久保 弥生  百瀬 敦仁

7  森 智明  戸谷 剛  那須 康弘  柴田 悦子  吉田 涼子  土本 恵子  長瀬 砂絵  岩崎 真佐枝  山田 和弘  桜木 邦和

8  岡崎 有紀  服田 章敬  大橋 一夫  日下 理香子  藤田 円香  伊藤 聖子  鷲見 隆之  園原 瑞穂  柴田 誠  伊藤 修

9  水河 弥仁  吉田 公幸  片岡 淳司  祖父江 千夏  中野 志朗  臺本 諭志  田原 和代  清水 良幸  寺澤 学

10  村松 憲道  橋爪 ゆり  平野 功  片山 智詞  加賀 敦子  日比野 江美  八神 有希  寺堀 隼人  大庭 貴臣

11  林 剛司  齋藤 雅人  肱岡 真里  安藤 肇  中村 崇  宇都木 伸司  竹中 章浩  葛山 晃守  河合 秀人

12  石原 陽平  野村 芳和  小塚 貴裕  市川 智明  高木 万祐子  今井 邦彦  落合 和史  水野 竹流

13  関口 直美  大坪 浩一  石野 麻美  吉田 雄一  尾関 大悟  木野 雅仁  川本 哲也  永田 和輝

14  内山 俊輔  木村 久美  丸井 亮  水野 成貴  内藤 静加  川浦 潤  松尾 彰俊  杉本 寛幸

15  森 大祐  石川 準  宮田 義久  小沢 博継  市原 正大  藤瀬 加奈子  水谷 元昭  内藤 健二

16  江崎 一久  野田 如実  岩田 真孝  後藤 邦代  高橋 由佳  吉田 智裕  野村 卓司  開尾 憲一

17  大崎 貴弘  太田 弥生  河合 里沙  森 加奈子  佐橋 健太郎  成瀬 智仁  加藤 一久  棚橋 正智  牧田 貴成  小川 友佳

18  酒井 里奈子  伊藤 友紀  林 加代子  伊藤 友里  井上 義和  足立 真弓  加藤 雄三  鈴木 一宏  丸井 美奈  蔵元 紫乃

19  浅井 恵美子  田中 映彦  浅野 貴雄  伊藤 公一  井上 大輔  鵜飼 秀行  清水 康太  岩田 真弓  永見 啓

20  下村 千草  野田 めぐみ  伊藤 千尋  川島 剛  小澤 卓也  伊藤 翔太郎  渡辺 了介  堀田 裕康

21  伊藤 葵  久野 崇文  小島 健志  小林 優太  石原 絵里  加藤 誠也  上野 晃司  木村 圭児

22  佐々木 杏菜  羽柴 亜弥  平林 泉帆  野田 博司  川出 孝徳  渡辺 裕太  高瀬 智成  笹山 直人

23  杉山 陽亮  高橋 杏奈  飯田 かや子  脇田 陽平  佐々木 翔矢  木村 圭祐  鈴木 美沙紀

24  前田 安菜  野田 貴大  小伊豆 咲乃  小島 一輝  横井 翔  森 美樹  蔵元 秀典

25  河合 舜  浅野 裕也  尾関 一範  今川 裕貴  高木 郁成  松尾 拓馬  大崎 香織

26  佐藤 康平  岡田 麻里  筒井 翔之輔  西村 拓真  今村 諒平  葛谷 恵巳  戸田 圭亮

27  中西 悠  片山 兼太郎  片桐 僚太  水野 恵  服部 勇希  日置 陽介  佐藤 亜季

28  平林  隆  丹下  巧  小関 真実  津田 恭輔  山元 崇永  猪子 弘康  吉村 恭嗣  小川 美沙

29  原 将大朗  大鹿 江瑠  倉橋 昂也  寺島 栄里香  橋本 英明  遠目塚 淳  松岡 拓磨  佐野 正裕

30  中島 誠揮  長谷川 智之  國立 栞司  光崎 聡一郎  三桶 大典  伊藤 瑞生  祖父江 達輝  清水 康介  可知 みなみ

31 永井　里奈 野村　駿介 犬飼　美帆 小島　潤哉 吉原　陸 伊藤　僚哉 三浦　健太郎 玉腰　裕麻 片岡　嶺
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 下表参照（黄色網掛け）

 下表参照

役員紹介 


