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■同窓会生

浅野　栄子 大貫　律子 佐野　かず子

秋井　景子 岡下　洋子 佐野　恭子

足谷　延吏子 小野塚　誠代 佐原　睦子

足立　譲治 小畑　淳子 三角　洋子

安藤　勇志 角川　睦子 三部　智恵子

池上　裕美子 川原　弘子 式部　吉正

井頭　いく井 川村　博俊 四十万　真由美

石崎　訓子 岸岡　まさみ 島田　由美子

和泉　圭吾 北川　佳代美 下村　信子

井上　梨沙 木内　憲一 頭川　惠子

稲村　泉 久保　直実 杉林　丈司

今井　幸子 熊田　真紀子 鈴木　宏昌

今川　靖子 高慶　淑子 髙田　登久子

今村　照子 講神　やよい 高野　浩暉

上嶋　康隆 小柴　悦子 高柳　康子

鵜野　夏江 古仙　幸子 竹澤　幾代

植松　民子 小西　仁美 武田　幸恵

浦島　雅子 小室　孝史 竹平　安雄

烏帽子田　孝枝 小森　裕美 田原　和子

大井　裕美子 斉藤　伸昭 田村　時子

小川　みちよ 酒井　富子 寺岡　千恵子

大崎　幸恵 酒井　優子 寺崎　妙子

太田　道人 佐近　明美 寺本　冨美子

大西　真須美 笹山　孝教 土肥　智子



土井　美和子 伏木　美重子 土井　宏子

豆本　友江 藤田　志津 山本　雄太

藤永　志保 横田　和恵

冨田　郁代 舟木　富美代 吉井　ひとみ

富岳　瑛理 古川　明美 吉田　雅代

長井　智香子 堀　あゆみ 鎧塚　陽子

長崎　里美 増山　良子 和田　篤行

中下　まつ子 松浦　のり子

中島　陽子 松岡　仁美

中村　和子 松田　愛

西田　佳子 松村　逸子

西田　千鶴子 丸岡　聡

西村　伊都子 三島　奈津子

日中　雅子 水上　朝子

布村　光子 水島　弘恵

布目　伊津子 宮﨑　尚美

野上　由紀子 村石　恵子

野村　律子 村下　禮子

橋本　紀久代 明嵐　さおり

林　祥子 森川　誓子

樋口　綾子 安井　美和

氷見　君子 安川　和子

平井　晶子 八尾　文子

平瀬　明美 柳　美喜子

廣田　麻利子 山内　佐和子

藤井　喜代美 山田　むつ子

藤岡　保子 山本　恵美

飛田　茂代
（ECCジュニア・BS入善教室）



■学園関係者（役員・教員・職員等）

相山　馨 大森　聡 作農　敏惠

青山　仁 大藪　敏宏 佐藤　悦夫

浅生　幸子 岡田　良一 沢　麗子

安達　哲夫 岡部　二郎 島口　美智恵

五十嵐　努 尾崎　誠 杉原　ひとみ

井黒　陽子 押田　博 助重　雄久

石倉　卓子 尾畑　納子 瀬川　哲示

石吾　明子 梶　義典 関　好博

石坂　昭三 金岡　純二 関原　晃

石坂　佳美 金岡　貴裕 大門　信吾

石橋　郁子 金岡　祐一 高尾　哲康

石動　瑞代 金田　桜子 高木　茂子

市六　和歌子 加納　輝尚 髙口　理子

井上　理絵 上滝　潤昌 高橋　哲郎

岩木　博明 木谷　佳奈子 髙橋　光幸

岩城　正明 木村　郁子 竹内　弘幸

岩田　繁子 久々湊　浩子 武岡　真知子

上坂　博亨 楠　顕秀 立島　真

浦山　隆一 栗林　洋介 棚田　晃子

江尻　いづみ 黒田　明 谷口　新一

江端　留里美 小芝　隆 田淵　英一

大﨑　佑一 小比賀　誠 鶴山　博之

大谷　孝行 佐賀　雅代 寺　廣一

大西　一成 坂井　一貴 富岡　徹久

大西　紀夫 酒井　誠 長尾　治明

大平　泰子 坂巻　龍雄 中島　恭一



中島　るみ子 宮田　徹

中村　環 宮田　伸朗

中山　里美 武藤　憲夫

成澤　義親 村上　直美

難波　純子 村上　満

西井　啓子 室林　孝嗣

西島　美佳 森井　哲男

浜松　誠二 守田　律子

林　敏江 盛永　宏太郎

林　祐子 柳野　哲子

林　要昭 矢部　謙二

林　佳美 山岸　博美

原田　澄子 山田　圭藏

稗苗　智恵子 山本　実

樋口　康彦 湯上谷　仁

開　仁志 横澤　隼人

深井　康子 吉田　聰

堀井　康弘 吉牟田　裕

桝田　隆一郎 吉村　康成

松居　紀久子 若田　範司

松井　元太郎 馮　素梅

松原　澄良

三上　雅弘

水上　義行

水野　大輔

南　佳克

宮腰　亜弓



■旧役職員・旧教職員

青木　愛子 富樫　守利

飴　久晴 中山　忠行

石坂　誠一 西川　弘

石塚　盈代 布村　護

大菅　洋子 橋本　朕

荻布　惠 福田　正子

金岡　トモコ 細田　英夫

河越　美和子 矢後　重俊

川中　清司 吉田　勉

北野　孝一 吉田　紀子

桑原　宣彰

児玉　博英

坂下　富

佐藤　允紀

澤本　正巳

塩原　紘栄

霜野　仁一

新堀　幸子

住　悦子

高井　静夫

高木　年子

高田　英子

田中　忠治

長慶　武雄

土田　希

土井　浩


