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66 伊藤 徹 70 荒木 盛次

51 市川 衛門 66 大槻 吉信 70 石井 敬治

66 重川 信 70 石森 康之

66 白石 正彦 70 後藤 龍美

66 清治 和昭 70 丹治 俊彦

66 橋本大三郎 70 渡辺 哲弥

58 石井 宗典 66 横尾 稔

58 山本 佳

71 石黒 早苗

59/60 湯浅 譲二 71 大内 博文

67 遠藤 修 71 大和田允彦

61 村山 俊司 67 齋藤 芳信 71 橋谷 元由

67 湧井 祐紀 71 増子 邦雄

62

68 有我 政彦

68 五十嵐愛武 72

68 佐久間 寛

63 菅野 寿夫 68 佐藤 博

63 後藤 光也 68 清治 武光 73 関根 健治

63 須賀 磐雄 68 宗形 貢 73 宗像 紀夫

63 富樫 哲夫 68 渡辺 和也

63 古川 清

74 高松 豊

64 宇田川保夫 74 山口 雄機

64 原 信夫

69 斉藤 英彦 75 芳賀 望實

65 伊藤 巖 69 原瀬 久夫 75 村田 英男

65 柳沼 晃 69 誉田 正孝 75 柳田 力

桑野会副会長 須佐喜夫 75

教 頭 森 和茂 91
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校内幹事 熊谷明彦 100
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76 浅川 章 82 藤田 勝久 89 秋元 孝則

76 平田 勝也 89 熊田 福寿

89 鈴木 修一

83 川名 和夫 89 鈴木 学

83 丹野 光明 89 渡辺能理夫

77 篠崎 龍夫 83 野村 貴美 89 渡辺 美久

77 樽井 保夫

77 和田 正哉

77 渡辺 央 90 相川 晃一

84 安達 文宏 90 飯塚 俊二

84 菊地 弘美

78 池澤 正晃 84 小林 伸久

78 上野 富衛 84 根本 博

78 國分 守 84 山本 謙二 91 秋山 茂雄

78 櫻井 淳 84 渡辺真佐夫 91 秋山 学

78 宗像 良保 91 菅野 正広

78 渡邊 隆 91 武田 孝実

91 田原 美郷

85 佐藤 栄一 91 矢島 和則

79 日下部 信 91 渡部 良朋

79 佐藤 重夫

79 山元 紀美

92 下田 幸二

80 上石 利男 86 関川 浩司

80 首藤 敬勝 86 芳賀 雅美 93

94

81 相澤 行雄

81 斎藤 誠 87 菅澤 敏光

81 丹治 則男

81 橋本泰二郎

81 渡邊龍一郎 88 大矢 真弘 95

2/3



期 氏 名 期 氏 名 期 氏 名

96 江口 聡 108 120 大内 悠輔

96 織戸 恒男

96 加藤 久徳 109

96 玄葉光一郎

96 斎藤 透 110

96 鈴木 聡 121 遠藤 孔成

96 田村 和秀 111 121 熊谷 沙彩

96 樋口 朋昭 121 栗原 里奈

96 藤田 健彦 112 121 根本 直実

96 宗形 秀樹 121 橋本 琢朗

121 深谷 立樹

113 中舘 透 121 吉見 求

97

98 塩谷 格

114 佐藤 秀樹 122 遠藤 拓郎

99 増子 政惠 122 角田 智史

122 二瓶 仁志

100 115 安孫子哲教 122 宗像 駿和

115 山田 裕貴

101 永田 弘之

123 根本太一郎

102 鈴木 一徳 116 加藤 史洋

116 山野邉貴文

103 佐藤 正典

104 117 星 瑞穂 124 太田 和希

124 菊地 駿

105 中野 雅寿 124 平井 瑛真

124 吉田 勇真

106 118 大内 一宏

118 柳舘 莞爾

125

107 影山 成基

107 後藤 大

107 宗形 隆司 119 渡邊 怜
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