
第55回縣陵東京同窓会　参加申し込み状況 別紙３

5月28日現在　_92名

回卒 氏名 人数 クラブ 卒業中学 回卒 氏名 人数 クラブ 卒業中学

大村　啓二 野球 清水 森本　和人 筑摩野

酒井　正夫 バレーボール 里山辺 脇川　研二 写真 旭町

9 平沢　和久 1 山形 古村　俊一 女鳥羽

佐藤　悦雄 映画 清水 戸田　誠 写真 信大付属

塚原　孝幸 ラグビー 洗馬 中野　明弘 スケート 豊科

奥原　弘夫 安曇 杉江　美奈子 硬式テニス 旭町

巣山　英毅
書道,新聞,バレー

ボール,弁論
楢川 29 横田　尚江 1 書道 丸ノ内

田村　義満 卓球 高綱 福井　順 柔道 塩尻

平賀　宰司 清水 藤森　聰

寺島　昭雄 水泳 大町 丸谷(塚原) 嘉豆子 英語研究 女鳥羽

太田　宗仁 書道 明科 小島　修一 地学 明善

奥原　輝男 軟庭 豊科 松澤　佳幸 サッカー 塩尻西部

中澤　俊文 ラグビー 丸ノ内 須山　誠也 水泳 明科

松尾　雄司 丸ノ内 小松　恒久 硬式テニス 三郷

16 松島　孝雄 1 更級郡大岡 40 西村　雄吉 1 ラグビー 信大付属

17 柳澤　壽昭 2 聖南 金森　孝至 写真 鎌田

高附　弘幸 軟庭 聖南 中田　清光 テニス,山岳 開成

久保田　昇子 軟庭 信大付属 池田(萬井) さと子 陸上,写真 筑北

三澤　政興 化学 三郷 川崎(手塚) さゆり バスケット 丘

田中　伸一

（関西同窓会会長）
濱田　和弘 剣道 塩尻西部

19 丸山　英明 1 ハワイアン 開成 中村　純枝 バスケット 丘

巣山　牧雄 高瀬 松沢　真介 バスケット 女鳥羽

矢満田　克夫 新聞 清水 高橋　知子 ギター,新聞,書道 穂高

青柳　善久 ハワイアン 信大付属 宮澤　佐江子 剣道 豊科南

柿本　幸夫 丘 深澤　太郎 サッカー

三溝　和男 化学 三郷 林(井出) 美鈴 軟庭 松島

山岸　俊一 生物 丸ノ内 高山(袖山) 朋美 ギター 梓川

臼井　正 穂高 小林　博仁 演劇,応援 塩尻

矢花　育雄 明科 二木　雅太郎 吹奏楽 信大付属

関　幸通 筑北 後藤(片山) 登紀子 剣道 清水

森本　正岳 バスケット 丸ノ内 片瀬　開 鎌田

小松　清路 バレーボール 三郷 藤原　俊司 ラグビー

岡田　義仁 サッカー,白虹会 旭町 小岩井　忠 バスケット 山辺

小林　哲彦 吹奏楽/KNSS 山辺 天神(杉本) 斉子 硬式テニス 筑摩野

高見澤　洋 吹奏楽 清水 神保　渡

荒木　仁（i） 白虹会 女鳥羽 鬼塚(西海) 佳世 バスケット 明科

24 北澤　達也 1 物理 鎌田 大井田 こづえ 軟庭/白虹会 松島

高嶋　知由 物理 伊那 木村珠星

葛谷　眞己 鎌田 縣ともひろ

26 太田　稔 1 柔道 楢川 飯嶋元祥

27 衣袋(丸山) めぐみ 1 陸上 豊科 五十嵐一真
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