
役職 氏名 課程 卒年 氏名 課程 卒年 氏名 課程 卒年 氏名 課程 卒年

顧問 薄井　俊二　　 清水　章夫 中 S30 岩佐　正二郎 中 S37

会長 金子　美智雄 小 S43

副会長 松澤　勇治 小 S50 大澤　利彦 小 S52 蓮見 木予子 小 S49 櫻井　康博 特 S54

監事 野本　キミ子 小 S41 木村　栄二 小 S47 岡田　謙司 中 S49

風間　昭治 小 S26 市村　良恵子 小 S20 小池　幹衛 小 S24 岡本　　健 小 S33

新井　弘一 中 S41 大塚　　彰 小 S48 吉倉　清子 中 S49 野口　英世 中 S50

野口　　忠 小 S50 笠原　　浩 小 S51 三村　　昇 小 S53

安藤　聡彦 小倉　　康 細川　江利子 吉川　はる奈

佐藤　太一※ 清水　愛子 松下　洋介 神田　佳明

二瓶　　剛

※は幹事長

学部長

令和２年度　教友会　役員名簿

附属中学校長 附属幼稚園長 附属小学校長 附属特別支援学校長

本部常任委員

附属特別支援学校副校長

附属中学校校内教頭

幹事
附属中学校副校長 附属幼稚園副園長 附属小学校副校長

卒業年

金子美智雄 新井　 功 稲葉　昭一 嶋野　道弘 本田重次郎 加藤　忠邦

山下　武彦

44 長嶋美知子 石井　　昇 野口　淳一

45 井原　清子 加々美健一 藤間　文隆 野原　　晃

46 大塚　基司 丸山　綱男 大熊　光治

47 石田　拓喜 清水　　誠 村田　悦一 久保忠太郎 木村　栄二

48 大塚　　彰 大岡　由男 小林　博武 神山　則幸

49 吉倉　清子 蓮見木予子 瀧澤　重博 小川　詠二 岡田　謙司

50 野口　英世 松澤　勇治 梅山　健司 小谷野健史 野口　　忠 井上　　馨

平賀　健郎

51 平澤　　香 市村　和子 内田　　明 若手三喜雄 笠原　　浩

52 大澤　利彦 千島　力夫 馬場　和久 金澤　清久 服部　純一

53 高瀬　浩 秋本　文子 山本　耕司 加藤　尚裕 三村　　昇 馬場　弘昭

54 磯　真砂子 内田　道雄 田辺　曉己 角田　　守 櫻井　康博 中村　健

55 小櫃　真人 守屋　敏夫 田村　俊一 吉田　睦代 林　八州夫

56 武井　　悟 長谷川　博 加藤　美幸 加藤　　修

57 清水　　隆 足立　泰行 松本　　浩 鈴木日出彦 森    裕子

58 石田　耕一 山田　晋治 関　　克則 福島　正美

59 坂田　真澄 真武　公司 吉野　寿一 引間　和彦 清水　健治

60 嶋　　　徹 來嶋　実樹子 新井　　宏 中野　浩義 杉田　勝弘 平沼　　智

61 肥土　耕一 金子　　正 長江　清和 石井　宏明 山田　浩一

62 竹田　　聡 中西　健二 田﨑　研志 木村　　浩 五十嵐和彦

63 鈴木　和博 伊藤　秀一 田島　孝志 本荘　　真 槍田　光東

　　　　　　教友会　学年理事名簿　令和２年６月１日現在

名　前

S　43



H　1 馬場　敏男 石原　博之 引間　陽子 駒崎　弘匡

2 椿　　智絵 長島久美子 小林　昭生 山根　淳一

3 高野　　達 牛久　裕介 上園竜之介 岸田　健吾 野口　高志

4 栗原　敏枝 白石徳一郎 野口千津子

5 武田　圭介 山本　智広

6 下妻　淳志 細村　一彦 神田  卓也

7 大井　敏彰 塩崎　陽子

8 馬場　雅史 野口由起子

9 八坂　和典 栁田　　勇 大沢　　裕

10 五十嵐　淳 岡田　大介 岩崎　有香

11 遠山　秀雄 金杉　博美

12 佐藤　太一 二瓶　　剛 小澤　幸康 橋本　愼也 淺井　大貴 高橋容史子

13 輿野　邦孝

14 野口　勝義 三浦　直行 松下　洋介 高藤　友輔 阿部　靖史

15 矢島　弘一 森田　哲史 武久　浩之 野口  修男 五十嵐  聡

16 廣田　和人 杉山　直樹 勝俣　寿子 南　登志正

17 島田　直也 髙橋　太一 若村　健一 岩田　信之 仙石　大吾

18 山本　孔紀 吉野　竜一 笠原　　俊 大崎 由香里 森川　大地

19 内田　敦子 渡邊　はるか 塩盛　秀雄

20 坂井　貴文 石髙　吉記 𠮷田みゆき 五十嵐　巧 平栁　　舞

21 辻浦　拓人 岸本　航司 大関　さわ子 関口　泰広

22 阿部　健作 肥田　幸則 納見　　梢 太田　陽介 吉田　真梨

23 伊藤　悠昭 藤田　明人

24 師岡　洋輔 横家　知世 安藤　健太 杉本　健太 河内　　翔

25 蓬澤　　守 浅間　聖也

26 島田　和紀 深澤　真奈美 成田　  陽 鈴木　沙耶 鳥居 亜由子

27 碓氷　愛実 前田　紗矢香 三橋　博道 福岡　　奨 村上　森也

28 伊藤　優樹 中家　絵里菜 橋本　柊平

29 七五三木　侑乃 佐久間　琴弓 大野 智菜実 桺　　美玖 太田　宏紀

30 阿部　香織 松山　理奈

R　1 高柳　諒太 福島　綾乃 関　　佑哉 秋元　祥広 山岸　実桜 須田　晃穂

中村　優希 阿部　菜緒

2 道村　夏絵 佐々木 葉留花 池淵　大樹 樋川　真子 落合　美沙 榊原　裕也

遠藤　千秋 池上　直毅 長谷川　優風 松本　真由子 川名　輝葉 須藤　麻莉


