
令和4年5月10日

No. 役職名 卒業期 氏　名 No. 役職名 卒業期 氏　名 No. 役職名 卒業期 氏　名

1 顧問 ⾼１２ 木　村　髙　明 38 常任理事 ⾼３９ 山　口　祐三子 75 理事 ⾼３０ 小　西　琢　磨

2 顧問 ⾼１８ 蒔　苗　　　誠 39 常任理事 ⾼４３ 小笠原　　　與 76 理事 ⾼３２ 殿　村　直　人

3 顧問 ⾼２２ 根　田　穂美子 40 理事 特別会員 大　道　政　敏 77 理事 ⾼３２ 麓　　　幸　子

4 会長 ⾼２１ 中　田　直　文 41 理事 特別会員 菅　原　　　勉 78 理事 ⾼３３ 渡　辺　久　善

5 副会長
校⻑
⾼34 渡　邉　政　徳 42 理事 ⼤４６ 千　葉　　　雄 79 理事 ⾼３４ 加　藤　紀　彦

6 副会長 ⾼２５ 佐　藤　文　人 43 理事 ⾼ 1 山　田　亮　逸 80 理事 ⾼３６ 武　内　良　文

7 副会長 ⾼３１ 田　村　優貴子 44 理事 ⾼ ２ 石　戸　　　齊 81 理事 ⾼３７ 岩　澤　重　人

8 副会長 ⾼３３ 桑　名　秀　明 45 理事 ⾼ ８ 庄　司　富佐男 82 理事 ⾼３８ 斉　藤　由　美

9 副会長 ⾼３５ 神　成　勝　典 46 理事 ⾼ ９ 虻　川　東　雄 83 理事 ⾼３９ 成　田　康　浩

10 副会長 ⾼３８ 小棚木　政　之 47 理事 ⾼ ９ 田　中　京　子 84 理事 ⾼４０ 田　畑　　　剛

11 会計監査 ⾼１８ 田　中　良　男 48 理事 ⾼１０ 仲　澤　鋭　蔵 85 理事 ⾼４０ 日　景　賢　悟

12 会計監査 ⾼３０ 浅　利　大　造 49 理事 ⾼１１ 三ツ倉　和　雄 86 理事 ⾼４０ 乳　井　　　仁

13 会計監査 ⾼３１ 山　城　久　和 50 理事 ⾼１２ 髙　橋　フジエ 87 理事 ⾼４１ 米　澤　正　貴

14 常任理事 副校⻑  ⾼33 澤　口　栄　一 51 理事 ⾼１２ 能登屋　　　忠 88 理事 ⾼４１ 安　達　重　之

15 常任理事
教 頭   ⾼

38 牛　丸　靖　浩 52 理事 ⾼１３ 石　田　　　強 89 理事 ⾼４２ 緑　川　正　樹

16 常任理事 教 頭 高　橋　　司 53 理事 ⾼１４ 成　田　加奈子 90 理事 ⾼４４ 嶋　内　善裕貴

17 常任理事 主幹兼事務長　高３６ 齋　藤　康　紀 54 理事 ⾼１５ 川　田　宏　明 91 理事 ⾼４５ 佐　藤　高　遂

18 常任理事 ⾼ ７ 明　石　利　美 55 理事 ⾼１５ 宮　越　雅　一 92 理事 ⾼４６ 鈴　木　健　一

19 常任理事 ⾼ ８ 成　田　欽　治 56 理事 ⾼１６ 小　松　良　彦 93 理事 ⾼４６ 山　内　知　生

20 常任理事 ⾼１０ 乳　井　宏　資 57 理事 ⾼１６ 鈴　木　泚　士 94 理事 ⾼４６ 小笠原　正　卓

21 常任理事 ⾼１３ 宮　崎　博　文 58 理事 ⾼１６ 菅　　　大　輔 95 理事 ⾼４７ 鈴　木　一　敬

22 常任理事 ⾼１４ 平　泉　勝　也 59 理事 ⾼１７ 齊　藤　誠　治 96 理事 ⾼４８ 三　浦　孝　之

23 常任理事 ⾼１５ 小　松　　　宰 60 理事 ⾼１８ 栗　盛　英　和 97 理事 ⾼４８ 木　村　　　治

24 常任理事 ⾼１６ 小　泉　槇　子 61 理事 ⾼２１ 高　橋　　　充 98 理事 ⾼４９ 石　田　　　徹

25 常任理事 ⾼１７ 木　村　繁　美 62 理事 ⾼２２ 越　前　貞　久 99 理事 ⾼５０ 豊　吉　紀　子

26 常任理事 ⾼１８ 兜　森　和　夫 63 理事 ⾼２２ 金　澤　則　男 100 理事 ⾼５４ 三　浦　祥　平

27 常任理事 ⾼１９ 小笠原　友　行 64 理事 ⾼２３ 佐　藤　芳　忠 101 学校総務 ⾼３１ 青　山     仁

28 常任理事 ⾼２０ 赤　平　一　雄 65 理事 ⾼２３ 高　橋　善　之 再 学校総務 ⾼４３ 小笠原　　　與

29 常任理事 ⾼２１ 竹　村　雅　行 66 理事 ⾼２４ 松　田　秀　二 102 学校総務 ⾼４５ 才　宮　奈都子

30 常任理事 ⾼２２ 伊　勢　善　和 67 理事 ⾼２５ 大　森　公　咲 103 学校総務 ⾼４９ 日　景　輝　雄

31 常任理事 ⾼２４ 谷川原　郁　子 68 理事 ⾼２６ 小　畑　勝　明 104 学校総務 ⾼６２ 本城谷　　　拓

32 常任理事 ⾼２９ 仲　谷　忠　宏 69 理事 ⾼２６ 田　中　政　徳 105 事務局 ⾼２７ 成　田　榮　樹

33 常任理事 ⾼２９ 山　田　和　人 70 理事 ⾼２７ 中　村　博　美 再 事務局 ⾼２７ 佐　藤　清　悦

34 常任理事 ⾼３０ 伊　藤　すなお 71 理事 ⾼２７ 佐　藤　清　悦 106 事務局 ⾼２８ 鳴　海　英　晃

35 常任理事 ⾼３３ 兜　森　　　修 72 理事 ⾼２８ 佐　藤　英　夫 再 事務局 ⾼３０ 伊　藤　すなお

36 常任理事 ⾼３４ 加　賀　　　佐 73 理事 ⾼２８ 工　藤　保　則 107 事務局 会計 松　江　真由美

37 常任理事 ⾼３７ 明　石　宏　康 74 理事 ⾼３０ 栁　館　　　晃
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