
成蹊中学・高等学校同窓会委員・顧問
（任期：２０１７年４月１日～２０１９年３月３１日）

○印 理事 ＊印 代議員（５区）

会 長 ＊大友 克之36

副 会 長 ＊高橋 弘⑻ ＊西脇 文男⒂ ○＊上田 祥士23 ＊江橋 治郎26

幹 事 長 ＊鈴木慎太郎39

副幹事長 ○＊大山髙次郎32 ＊数山あかね33 ＊小森 立朗33 ＊渡辺 温子33
＊岩井 忠39 高野麻木子45

委 員
第１回 ＊井川 舜喬
第２回 秋本 光雄 河野 文男 篠原 周平 弘世 酉二
第３回 臼井 年胤 小山 忠男 杉原 泰馬 中島 倫 東浦 静夫
第４回 清水 和明 高橋 靖 中西 秀郎 西川 泰 山中 良平
第５回 芦澤 直仁 宇留野多香子 城戸 毅
第６回 石﨑 誠一 寺田 進
第７回 赤羽 友治 井原 一雄 仙葉 元昭 吉田 明
第８回 宇津木琢弘 小林 勝興 ＊佐竹 祥介 齊藤 洋子 清水 信明

末永 典子 ＊高橋 弘 中野 忠陶
第９回 相川 一成 池田 一郎 武田 伸夫 馬杉 則彦 原 正生

本田 久幸 家本 清美 芳村起代子
第１０回 池田 孝夫 神作 孝 笹原 宣子 田代 彰 星野 誠

松村 坦 三木 隆 宮地 元 宮部 篤子 ＊山岸 千丈
米山 宏子

第１１回 岩田 厚生 上原 明 小川 信明 近藤 廣雅 山田 洋暉
第１２回 相川 正汎 木野 修造 田中 毅 竹内カヨ子
第１３回 飯田又右衛門 長谷川圭亮
第１４回 伊藤 正枝 石河 雄二 岩田 矢弓 小西 智之 篠岡 方長

長谷川健治
第１５回 井田 恭敬 木下 克美 ＊佐藤浩之助 竹谷 佳子 寺尾 俊文

豊田 敏子 ＊西脇 文男 山田 豊
第１６回 吾郷 和子 潮見日出輝 園部やす子 柳沢 潤一
第１７回 碇本 博 高橋 明 水谷 一郎 山田 洋二
第１８回 内田 秋人 中村ユウコ 藤本 まり ＊森 恵子 森本 達雄
第１９回 永田 修一 中山 光章 室橋 俊樹 山田 信三
第２０回 相賀 昌宏 河北 博文 ＊北村 和夫 佐久間洋子 山南 隆徳

長瀬 文男 原田 健一
第２１回 小島 由夫 国保 恵昭 古川 郁子 北條 明 前田隆一郎
第２２回 小口 昌夫 織井 稔 小石原耕作 小鍜治 稔 郷古 達也

双津 正博 髙橋 龍一 高山 尚彦 瀧浦 幸子 永井 勝巳
藤原真理子 三輪 尚江 村上 善一 山口 隆 山本 善三

第２３回 石井 正子 ○＊上田 祥士 ＊須佐 真明 ○永井 素夫 橋本 有史
丸田 譲二 山路 雄一



委 員
第２４回 阿藤 俊幸 池端 弘子 今泉 晶 奥田 彰 鈴木 茂之

萩原 恭世 堀内みさ子 松野 修 丸山 宏 ＊村杉 雅秀
矢野 宏明

第２５回 石川 博行 磯野 総一 角田 徹 小宮山恒敏 高島 文彦
茂木 知子 森本 一彦 渡辺千恵子

第２６回 ＊江橋 治郎 岡島 陽子 田中 圭介 友寄 陽造 藤田さかえ
○諸見里 光

第２７回 宇留野泰弘 小島 匠 中川 淳 中山 建身 宮崎真友美
第２８回 井田 博通 小倉 英子 大倉 淳一
第２９回 池田 仁 金川 順子 坂本 洋介 谷口 道洋 ＊千葉 太

野澤 幸弘 水本 桂子
第３０回 浅田 龍一 浅見 邦彦 清末 幸輝 坂井 潤 三ツ井清貴
第３１回 岡村 彰彦 熊﨑 和宏 倉田 元 斉藤 公彦
第３２回 大高 明子 ○＊大山髙次郎 芝 祐二 千葉 英治 三重野裕路

山﨑 大樹
第３３回 小田切賢太郎 ＊数山あかね 吉川 雅也 小林 護 ＊小森 立朗

土田 士朗 山本 克三 ＊渡辺 温子
第３４回 金澤 王生 金子 昇 篠崎 幸男 田中由加里 西澤 聡子

＊西島 肇
第３５回 木村 暖子 土田 士明
第３６回 伊藤 豊和 小原 克彦 ＊大友 克之 康本 真
第３７回 石坂 信也 木村 環 髙橋 有紀 富永 哲史 廣田 純子

森 一憲
第３８回 上田 隆時 歌代 綾子 大熊 仁 大橋 広江 塚本 弘之

中村 薫子 樋口 喜之
第３９回 ＊岩井 忠 小美濃宣文 ＊鈴木慎太郎 鈴木みさと 田辺彩記子

松田 多聞
第４０回 小美濃英行 今野 幹也 橘 茂雄
第４１回 安藤伸次郎 伊藤 純 碇本 勝敏 岩田理恵子 金澤 将行

古谷 信介 山崎 泰嗣
第４２回 石原 晋平 潮田喜一郎 大川 信幸 管野江津子 横川 雅隆
第４３回 安藤 智之 糸賀 洋介 須澤 誠治 服部 豪 松山 功
第４４回 池野 千絵 白井 真人 戸谷希一郎 林 保雄
第４５回 川﨑 朋也 高野麻木子 涌井 秀樹
第４６回 小山 裕 佐藤 信吉 齋藤 麻里 髙田永里子 渡邊 綱大
第４７回 伊藤 絹子 小林 裕幸 正田 真穂 田口 弦矢 西村 武士
第４８回 浅川 由樹 大栗 淳史 小林 昇平 筒井 英恵
第４９回 加藤 源俊 鈴木 史馬 関根 英介
第５０回 大野 健一 沢原悠記子 中野亜紗子
第５１回 栫 崇 河北 恵里 日下 美穂 立松 拓
第５２回 安藤 真雄 大庭 義之 岡本 貞也 佐藤 絵美 嶋田 幹子

高城 知美 野口 由 牧野 晶子
第５３回 東 靖葉 石田 朋之 加藤 正樹 小西 友香 近藤 紘平

巣瀬 蔵人 高橋万里恵 野原 星一



委 員
第５４回 宇野にいな 内田 俊士 大谷 祐司 賀屋 周防 久保吉之助

黒光 千穂 髙井 優希 ＊谷口 敬太 羽室 大樹 吉田麻利杏
第５５回 小澤 圭祐 川島由希子 川本 祥之 小山 央人 原 拓己

牧野 憲嗣 望月 正博 渡邉 裕介
第５６回 安野 美郷 飯野 亮 岡田 玲奈 岡原 昂輝 岡本真由子

川眞田理恵 小宮有加利 髙良ひろ美 庄司 美樹 白根 達彦
新屋 薫子 鈴木 亮介 田頭 杏子 出川ゆかり 西巻真奈美
宮原 康子 宮脇 玲子 吉原健太郎 渡邊 容弘

第５７回 池田 元 市成 有咲 岩重 卓磨 荻田 脩平 佐藤 貴紀
髙橋 悠太 楯 翔子 土屋 潤平

第５８回 安藤 俊也 川上伸太郎 田中 翔 髙橋 海 福與 紘子
山田 夏樹 和田 憲明 我妻 大希

第５９回 黒田 梨沙 小山 圭人 関 優太 中間 有紀 西村 律砂
野口 睦木 松田衣里菜 吉田 盛俊

第６０回 合川 紫音 飯塚りさ子 大谷 駿介 片桐慎之介 小鍜治 元
常盤 知里 中山真理奈 古川 千尋 槇本 有希 矢﨑 直道
山口 栞 山本 夏海 吉澤七海子

第６１回 井出 喜文 小野塚 健 國井 清人 鈴木 貴大 内藤 沙耶
中村 由依 平嶋 理佐 松井 渉 吉田 充海

第６２回 及川 美紅 乙幡 優 金澤 匡彦 小林 諒栄 小松 美幸
田中 南 宮井 萌奈 村田 有紀

第６３回 浅野 友紀 有坂今日子 生方 沙紀 嶋田裕佳子 菅谷 尚弘
宮尾百合香 森久保賢汰 渡辺 悠太

第６４回 石井 創 猪股理紗子 奥田 茜 金澤 奈美 久保田貴郁
代田 洋和 松本奈那子 山根 隆仁

第６５回 家住沙久良 小野麻里子 小原隆太郎 金子 知佳 暮部 優衣
嶋田 遥 玉野 怜美 矢崎 暁継

第６６回 青木 彩華 青木 啓子 尾崎 海翔 大貫 優海 郭 侑加
柏木美愉子 林 陸 吉水 紅映

第６７回 浅海源太郎 伊澤 旺 上野 裕佳 片山 里紗 久保 凱
櫻井 雄介 晋川 陸弥 諸見里 昌

第６８回 今井 優 川畑 秀介 下村えりか 関 悠帆 田中 桃李
中村 彩香 中山虎太郎 平田 佑樹 増渕 美穂 山﨑衣里子

顧 問 丹治 誠⑶ 梶谷 玄⑷ 上原 明⑾ 相賀 昌宏⒇

中学年次委員 松島 千代（中２２）


