
１期生 S51年卒 宇田川  茂 亡　浅羽  潔 市原  利男 石井  正幸

２期生 S52年卒 小川  英明 鈴木  忠吉 吉岡  浩 増田  豊明 川村  誠司

内藤  雅美 日比谷  雅章 小田原  誠 佐藤  敏之 中山  一美

３期生 S53年卒 大塚  知久 田中  伸幸 前田  唯一 田中  実 伊藤  博

田辺  賢太郎 花田  幸雄

４期生 S54年卒 小川  史 石川  和明 植草   工 笹谷  修一 島崎  浩一

高橋  豊文

５期生 S55年卒 田辺   正人 市原   昌徳 湯浅   雅之 前田   雄二 荒川   浩一

関口   俊二 鈴木   孝一

６期生 S56年卒 丸山   弘 穴沢   良 氏家   秀一 小室   正己 清野   英樹

岡崎   俊治 亡　武井   徹
亡　神林   淳
一

７期生 S57年卒 亡　山田  晶徳 今村   濃太 角田   政昭 指田   浩 吉沢   光俊

片桐   稔 小黒   貴義 佐藤   信夫 長島   康彦 秋山   敏英

岩下   孝治 渡辺    修一 大沢   努 小沢   善浩 小林    均

宇佐見    孝行

８期生 S58年卒 飯田   浩夫 露木   正徳 内田   俊治 大杉   浩一 小山   益雄

亀井   敏明 宇田川   竹見 前田    恵三 浜野    実

９期生 S59年卒 金子   龍治 矢島   覚 宇田川   伸一 本村    一郎 高橋   章

高橋   政則 森内   和重

１０期生 S60年卒 塚本   貢一 白沢   直樹 池田   匡 山内   善治 田中   忠夫

亀井   裕行 醍醐   信次郎 杉木   靖史 石井   成久 石井   寿

吉宗   尚泰

１１期生 S61年卒 宇田川   仁 河野    豊 石川   耕作 梅原   浩 指田   雅人

亡　村崎  力道 荻原   和広 服部   裕昭 大沼   一彦 小林   光広

谷    琢也

１２期生 S62年卒 亀井   政樹 及川   伸一 長島   裕二 芹川   光一 大塚   剛

山本   健太郎 小川   英樹 荒木   憲一 羽田   大祐 丸山   智和

太田   竜也 高橋   隆行

１３期生 H元年卒 早坂   高之 指田   裕吾 田口   勇一 渡辺   宜則 岡本   俊也

篁     昭宏

１４期生 H２年卒 田中     司

１６期生 H４年卒 茅島    憲治 田原    絵利

１７期生 H５年卒 林      稔 吉種    信明 松川   陽一 森田    悟 小池   陽人

戸高    賢一 今吉   孝之 荻原    昌宏

１８期生 H６年卒 伊藤   茂和 田中   康友 多賀谷   周作 西村   直晃 白石   淳子

吉田    和恵

１９期生 H７年卒 鈴木   宏明 宮下   賢一 大塚   一英 石橋   賢士 芦田   敬一

橋本   純一

２１期生 H８年卒 宇田川   洋司 増田   治久 菊地   睦人 道面    文香

２２期生 H９年卒 竹内　　和義 相川　　博 佐々木　　光夫 大野　　俊幸 小川　　泰史

伊藤　　健志

２３期生 H10年卒 松沢　　優志 副島　　清和 藤原　　健耳 小林　　圭一 鈴木　　宏美

２４期生 H11年卒 大塚   善行 伊藤   義法 増田  智久 南園   清貴 椎名   賢一

高橋   宏明 大塚   一樹 横山   武史

２５期生 H12年卒 大塚   亮 大塚   恒樹 副島   裕司 前田   幸治 宮崎   裕貴

永藤   雅保 田中   公一郎 森      聖仁 前田   純子 鈴木   圭子

２６期生 H13年卒 高沢　俊介 磯崎　国彦 高田　和幸 三須　一臣



２８期生 H15年卒 武井　優一 古戸　健太 石黒　貴志 木村　智 明石　美穂

２９期生 H16年卒 黒津　勇介

３０期生 H17年卒 吉野　修道 岩戸　浩太

３２期生 H19年卒 楠　勇人 落合　良介 佐久間　将太 只石　健治 田中　キーレン

岩瀬　亮介 菊地　雄一 池上　祐太郎

３３期生 H20年卒 大野　晃平 秋本　光寿 池田   和貴 池戸　浩太 伊藤  佳亮

大竹　旭 亀山　充 木村　勇仁 嶋田　喜直 染谷　裕

三尾　勇太 村川　翔 柳田　龍太 佐藤　菜穂 鈴木　ひかり

３４期生 H21年卒 嶋中　一輝 飯塚　一成 鈴木　雄太 平河地　大智 宮路　勇太

早野　将司 三ケ尻　喜明 小平　裕太 澤田　美佳 梅谷　紗代

３５期生 H22年卒 吉仲　元 鈴木　知浩 本島　明 佐久間　強太 美勢　柾豊

大野　圭太 日下　慶太 新井　純治 飛澤　竜次 山本　昴樹

３６期生 H23年卒 菅原　中 庄司　峻亮 藤井　拓也 鞠子　渉 大野　亮介

小木曽　賢史 檜森　翔太 小林　直人 仁木　拓夢 美通　真樹

酒井　竜之介 柳澤　章博 会沢　崇 金牧　祥 金牧　凌

斉藤　省 加賀　大樹 鈴木　美香

３７期生 ４０期生 浅原　克哉 石井　京平 上田　一成 鈴木　知希 松井　耕陽
山本　直輝 鈴木　希 鈴木　亜寿沙

３８期生 H25年卒 高石　泰稀 峯崎　龍平 石川　誠也 片山　翔太 河上　夏生
坂本　恭平 古庄　竜也 吉田　陽一 吉野　麻希 土屋　夏海
小池　美優

３９期生 H26年卒 関谷　優斗 藤平　海斗 鹿久保　凌真 田口　勇希 奈良　大揮
郡司掛　徹 山﨑　幹太 秋道　大樹 江口　航平 竹之下　大樹
佐藤　史弥 松井　未来夏 島袋　渉 田島　将太 虎渡　順也
中村　勇介 谷口　祥樹 仁木　希夢 仲村　拓巳 松浦　康平
小林　秀 星野　優 丸石　陸 青木　勝也 阪東　慶孝
平嶋　涼 石川　拓郎 石原　政市郎 須田　優太 湯澤　大河
倉前　順平 池宮　将太郎

４０期生 H27年卒 早野　竜也 石井　和馬 大塚　巧 釜田　一 片山　達哉
川上　晃弘 川上　琢磨 竹原　直人 土屋　海斗 當麻　克
中山　幹太 仁木　真夢 広沢　鴻輝 福田　篤史 古堅　勇起
丸　　辰吉 富樫　瀬利菜 村山　友惟

４１期生 H28年卒 大川　拓巳 宇治　建太郎 江野沢　和慶 山澤　由磨 木村　魁人
桒山　竜徳 鈴木　良治 鈴木　一眞 藤田　瑛斗 鈴木　光波
鈴木　佑香

４２期生 H29年卒 鈴木　健太 上嶋　理久 指田　一茂 富田　倫成 本田　翔
４３期生 H30年卒 相川　翔馬 赤堀　大地 赤堀　雄大 石井　修弥 宇田川　竜輝

内薗　清志 内田　隼太 大塚　直也 岡崎　天杜 岡崎　道杜
加藤　諒 工藤　丈司 熊木　亮太 黒田　朗仁 関　凌太
高橋　凱也 高橋　駿 高山　寛都 高山　雅都 武富　裕哉
中村　茉稔 林　拓音 藤隅　修 松岡　雅也 村岡　拓哉
山下　和馬 渡辺　隼斗 阪野　加奈恵 村上　明歩 室岡　理紗

４４期生 H3１年卒 石井　貴之 栄門　成世 小野　虹大朗 瀧田　魁斗 外川　諒
根津　育未 毎田　皇海 南　龍聖 吉岡　由良ノ介 上本　真生


