
 

第 4 号議案 

令和 4 年度同窓会役員 

会長 寺井 吉広 ( ４回生) 

相談役 日光 秀政  ( １回生)     泉  房穂  ( ４回生) 

日置 尚文  ( ４回生) 

副会長 永原 裕士 ( ５回生)          岩原 義臣  ( ７回生) 

佐藤 圭一郎( ８回生)     八木  誠 ( ９回生) 

事務局長 竹内 めぐみ教諭 (１５回生) 

広報委員長 小巻 ゆかり  ( ６回生) 

広報副委員長 小谷 謙介  (１４回生)     出水 恭子  (２２回生) 

 安井 美樹 (２５回生) 

情報委員長 豊崎 三知代( ９回生) 

情報副委員長 藤枝 良秀 ( １回生)     水田   輝  ( ７回生) 

掛谷 佳住 ( ９回生)           坂元 一徳 (１７回生) 

広報･情報委員 小巻 弘幸  ( １回生)     小林 和美 ( １回生) 

増本 暁子 ( ２回生)     広瀬   勲 ( ３回生) 

前田 和孝 ( ４回生)     井上 恭三 ( ４回生) 

堀  尚子 ( ５回生)     徳田 竜雄  ( ５回生) 

小井 健一 (１１回生)     泉  公仁子(１１回生) 

関谷 貴子  (１１回生)     高倉 哲也 (１２回生) 

浅井 千華子(１２回生)     上川 葉子  (１３回生) 

船付 和代 (１４回生)     大塚 隆司 (１４回生) 

坂口 万理 (２３回生)     鷲 なつこ (２４回生) 

青柳 愛加 (２４回生)     吉川 智章 (２５回生) 

上河  聡  (２８回生)     伊藤 崇雅 (２９回生) 

坂本 侑介 (２９回生)     平間 由香利(２９回生) 

石黒 果歩  (３４回生)     西海 湧登（３５回生) 

河村 奈津美(３６回生)     澤井 眞由（３６回生) 

山之越 大樹(３７回生)     富田  茂弘（３９回生) 

鈴木 颯人（４０回生）     松尾 彩楓（４０回生) 

鈴木 優月（４１回生）         北村 栞音（４１回生) 

名倉 芹奈（４２回生）         村上 拓也（４３回生) 

金田 彩愛（４４回生） 

企画委員長 織田 久史 (１２回生) 

企画副委員長 長田 扶規代(１２回生)     茨木 幹人 (２０回生) 

交流委員長 播田 尚子 ( ６回生) 

交流副委員長 池田 妙子 ( ４回生)      千々岩 加代子(６回生) 

徳永 良太  (２３回生) 

企画･交流委員 高木 公一 ( １回生)          山上 昌之 ( ２回生) 

佐伯 忠昭 ( ２回生)          田中 博朗 ( ２回生) 

玉井 弘二 ( ２回生)          田中 康之 ( ４回生) 

松田 真弥 ( ４回生)          津田 裕士 ( ４回生) 

角村 康義 ( ５回生)          入江 良夫 ( ５回生) 

敦見 珠実 ( ５回生)          米分 真史 (１１回生) 

西岡 敬子 (１１回生)          河野 仁美 (１１回生) 

春風 雅弘 (１２回生)          上川 佳宏 (１３回生) 

坂口 靖子 (１３回生)          大森 雪代 (１５回生) 

横山 哲朗 (１５回生)          山下 奈里 (１５回生) 

藤田 幸子 (２３回生)          山中 博之 (２３回生) 

藤田 政視 (２３回生)          西尾 奈巳 (２３回生) 

塩野 浩生 (２４回生)          出口 太紀 (２５回生) 

大西 桂名 (２６回生)          森  梨枝 (２６回生) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画･交流委員 久保 優子 (２６回生)          中戸 美穂 (２６回生) 

藤井  一 (２７回生)          宮下  洋 (２７回生) 

荻野 紗奈 (２８回生)          福本 裕太 (２８回生) 

鵜尾 あすみ(２８回生)          佐藤 可奈子(２９回生) 

松本 崇幸 (３０回生)          坂本  遼  (３０回生) 

竹内 真奈美(３０回生)          竹内 匠吾  (３１回生) 

池田  健  (３１回生)          池田 亜衣  (３１回生) 

藤谷 悠貴  (３２回生)          金山 由来  (３２回生) 

朝穂 尚平  (３２回生)          行友 誉起 (３３回生) 

羽藤 夏実 (３３回生)          岩崎 順一  (３４回生) 

黒澤 真衣 (３４回生)          赤藤 萌  (３５回生) 

大西 琢巳（３６回生)     田部 智英（３６回生) 

鈴木 萌菜（３７回生)          木内 香月（３７回生) 

大西 千紗都(３８回生)          播間 大画 (３８回生) 

岡 真由子 (３８回生)     中澤 凌  (３８回生) 

西川 菜摘（３９回生)     秋間 美佳 (４０回生) 

高橋  優人（４０回生)          加古 ひなた(４１回生) 

  日野 栞那（４１回生)          秋山 直人 (４２回生) 

渋川 舞衣（４３回生)     山本 樹  (４４回生) 

会計 水田   輝 ( ７回生)      竹内めぐみ教諭(１５回生） 

会計監査 碓永 良三 ( ２回生)         杉山 清和 ( ２回生) 

顧問 樫木 直人 校長          木澤 直子 教頭  

長田 登志枝事務長       畠山 義隆総務部長 

事務局員 菊地 三保子(１２回生) 


