コロナ禍を脱する年に
ワカバ会会長

三輪田

真

（三田 22-6）

昨年からの新型コロナウイルス感染はまだ終息には至りませんが、
ワクチン接種が
始まり、長いトンネルの先に明かりが見えてきた感があります。今までにない学校生活
を経験してきた三田高校生も春を迎え、272名の卒業生（73回生）が巣立ちました。
休校や分散授業など変則的な最後の1年を過ごした卒業生にとっては、勉学や部活に
不自由な思いをして少し残念な気持ちもあったことと思います。
このような困難な状況
の中で各々の進路を歩み始めた若い同窓生たちが、
この試練を乗り越えて、将来は社
会の中で活躍していくことを願っております。
新型コロナウイルスの影響で、
ワカバ会においても新年度の企画行事は当面見送らざるを得ない状況です。一
昨年までは5月に開催していた総会・懇親会についても、感染のリスクを回避するため、昨年同様に総会を6月15
日に書面開催することとし、懇親会は中止とさせていただきます※。会員の皆様には、同封させていただいた総会
資料をご確認のうえ、期日までに議決権行使書または委任状により議決に参加いただければ幸いです。ホームカミ
ングにあたる回の皆様や、総会・懇親会で母校を訪れることを楽しみにされていた方々には申し訳ありませんが、
ま
だ油断できない昨今の状況をご理解いただきたいと思います。なお、総会の書面開催のため、
この会報の発行を
当初より1ヶ月延期させていただきました。
このような状況ではありますが、
ワカバ会では可能な範囲で同窓の皆様の交流の輪を広げる活動を推進して参
ります。また、現役の生徒を支援する奨学金制度も継続していく予定です。第5代校長百田治朗様のご家族から多
額のご寄付のお申し出があり、奨学金として運用する予定です。詳細は秋号でご報告します。
これも含めて、
さらに
奨学金制度を充実させていく予定です。引続き皆様のご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。
コロナ禍が近いうちに終息し、
元のような生活が戻って皆様にもお集まりいただける日が来ることを祈っております。
※2021年度総会の詳細は5ページをご覧ください。

新しい社会へ

前三田高校校長

三保

和彦

令和2年度は新型コロナウイルス感染症対策を講じながらの1年間となりました。ウ
イルスとの戦いは続きますが、新しい生活様式を実行しながら、元に戻るという意識を
捨てて、新しい価値観を形成していくことが重要だと考えます。
2020年は以下の３つの価値観が改めて見直されたと言われています。
「Proﬁt」
：人と地球を優先に考えて利益を生んでいく
「Community」
：人と人のつながりを力にして課題を解決していく
「Environment」
：
「リソース」
と見なされなかった価値を見直し、
「リソース」
をより有効に活用していく
どれも新しいものではありませんが、持続可能な社会を創っていくために必要な価値観です。
このような価値観
に基づいたマーケティングや商品が世の中で一般的になりつつあり、今後、数年にわたって浸透していくと見られ
ています。
激しい社会の変化の中、新しい社会の開拓者を育成していく必要があると考えています。課題研究や各教科に
おける探究的な学びを通じて、三田高生は開拓者としての資質・能力を身に付けながら育っています。今年度も引
き続き、SDGｓの目標・ターゲットを意識して、行動を取れる人・学校になろうという目標を立てています。学校とし
て情報発信をしていき、社会全体の動きになっていくことを願っています。
※三保先生は2021年3月31日付でご退職されました。

❷

会報 わ か ば 第89号

2021年6月1日発行

行事案内
昨年度は多くの企画行事が中止となりました。3月に予定されておりました「ちよだ芸術祭2020グランドフィナーレ」も残念ながら
中止となりました。そのような中でも、
食事を中止にするなど工夫をしてなんとか実施できた行事もありました。
今年度も8月までの企画は中止にしましたが、
状況により、
秋以降に開催できるかもしれません。逆に開催予定の行事が中止・変更に
なる場合もございます。
どちらも秋号やホームページでご確認ください。先が読めない状況ですので、
ご不明な点はワカバ会事務局ま
でお問合せください。
実施予定の行事につきましては2021年6月1日受付開始です。電話、
FAX、
メールにて午前10時着分より先着順となります。それ
以前のお申し込みは無効となりますのでご注意ください。 一日も早く、
制約なしに行事が楽しめる日が来ますように！

新企画

同窓会ギャラリー
今年はホームページ上で開催！

国立新美術館展覧会観覧

7回にわたりご好評いただきました東京国立近代美術
館工芸館で開催された「タッチ＆トーク」にかわり、
新企画として昨年「国立新美術館観覧」を企画いたし
ましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止
になり皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたこと
心よりお詫び申し上げます。

国立新美術館長
逢坂恵理子さん

本年度はまた新たな観覧内容で企画いたしました。
国立新美術館の館長逢坂恵理子さんは三田21回卒業生

（三田21-5）

です。三田高校にほど近い場所に素晴らしい国立の美術館があり、館長も卒業
生というご縁を感じ今回の企画をしたとい
う経緯があります。
今回は、「マティス 自由なフォルム」展
他の展覧会をご観覧いただきます。
芸術の秋にふさわしく非日常的な空間を
楽しまれてはいかがでしょうか。
ⓒ国立新美術館

ワカバ会ゴルフ
に参加して
杉本 賢司

今年度の親睦ゴルフ
会は、
2020年10月15
日に千葉県野田市にあ
る紫カントリークラブあやめコースで行われまし
た。隣接するすみれコースでの男子プロ日本
オープンの初日と重なり、
無観客とは言え警備員
の姿が目に付き、緊張感を感じる中での一日と
なりました。
私は、3組目で井出女史（8回）、平山副会長
（29回）
とご一緒させていただきました。井出さ
んの確 実なショットと平山さん のパワフルな
ショットに引っ張られたのか、普段は林の中に消
え去るボールもなぜか顔を出し、最後まで気持
ちよくプレイできました。
隠しホール大当たりのビックリ優勝となりまし
たが、今後も年代を越えた同窓生の親睦を深め
て行ければいいですね。私もまだこの行事には
参加して年が浅いので、秋には新しい会員の参
加を期待しています。
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お一人2点まで。写真・電子データを郵送
またはメールでお送りください。
※作品現物はお送りにならないようご注意
ください。

東海道を歩くに参加して
三田 27-2 堀野

行事に参加して

三田 26-4

毎年、
三田高校の白珠祭に参加し、
卒業
生の芸術作品の展示を行ってきました同
窓会ギャラリー。昨年度は白珠祭中止に伴
い、
同窓会ギャラリーも中止となりました。
今年度も状況が未確定のため、
コロナ
禍における新たな試みとして、ホーム
ページ上で同窓会ギャラリーを開催する
ことにいたしました。ご自慢の作品の写
真や画像データをワカバ会事務局までお
送りください。9月1日〜9月7日までワ
カバ会ホームページに皆様の作品を掲載
いたします。力作をお待ちしております。
同窓会ギャラリー開催日
2021年9月1日㈬〜9月7日㈫
作品写真・画像提出締切日
2021年8月19日㈭

麻弥子
(三国)

年に一度の東海道歩きです。3
年前に日本橋を出発して、今年は
川崎から東神奈川までの道のりで

した。毎回ガイドはロバートさん。
朝の準備体操の後、必ず上げる気勢は、
「京都三条目指して、
エイエイ、
オー！
！」京都三条に到着できるのは果たして何年後？
！
コロナ禍の今年は、
中止になった企画も多かったのですが、
この「東海
道を歩こう」は実施されました。
今回の目玉は、
横浜鶴見区生麦の「じゃもかも祭り」。住宅街の中の小
さなお社の神社を見るだけでは、そう説明されてもピンと来ませんでし
た。無病息災と子供の健やかな成長を願うお祭りも、
やはりコロナ禍の
中で開催を危ぶまれたそうです。でもお祭りの趣旨からいまこそ行うべ
きと開催が決まり、
今年のお祭りには例年の何倍もの人々が参加された

と聞いて、
私達もコロナに負けない強い気持ちをここで一緒に共有させ
てもらいました。今年だからこその思い出になりました。
私は27回生ですが、いつも27回生が6人くらい参加します。今年は
会うこともままならない日々が続いていますが、
お昼から夕方まで、
久々
に顔を見て話しながら歩く道のりは、
とても楽しい時間でした。来年の東
海道歩きは、
どんな状況になっているのか予想もできませんが、
また参
加したいと楽しみにしています。
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ワカバの輪

「ゴルフに出会えて幸せ」

〜高師昌子（長井）
（第六22-ウ）
さんタウンニュースに掲載される〜
その校風がその後の
第六高女の校風のひとつに運動の奨励があげられるが、

人生にも多大に影響を与えられている方も少なくないようです。
ワカバ会行事親
御年90歳もその
アマチュアゴルファー高師昌子さん、
睦ゴルフ会でご活躍の、
在学中屋内プールでの水泳をはじめス
一人。今もこうして元気でいられるのは、
ポーツに励んだことで培われた基礎体力のおかげ、
とおっしゃいます。
そんな高師さんの特集記事が、地元のタウンニュースに掲載されました。
湘南シーサイドカントリークラブの65歳以上のグループ「禄寿会」に所属し、
週1回はコースに出るそうです。77歳、88歳で胃がんを手術するなど大病を
2016年ワカバ会親睦ゴルフ会より
ご経験された後も、
18ホール約5㎞をほとんどカートなしで歩いてラウンドし
前列左から2番目が高師さん
たり、
スコアはハーフで55から60はキープするなど、若者顔負けの強靭さ。
ゴルフ歴は50年超。始まりはご主人に誘われた35歳の時。
「ボールと向き合うのは私一人。どんなボールが飛んでも、
すべて自分の責任。
こんな楽しいことがあるのかと震えた。」
と感動され、元々通産省在籍時に卓球で全国大会出場な
ど
〝スポーツウーマン〟
だったこともあり、腕はめきめき上がったそうです。
「今まで色々あったけれど、
ゴルフに出会えて幸せよ。100歳まで続けるわ。」
と、頼もしい高師さん。
コロナ禍、暗いニュースばかりで疲弊している私達も元気をいただけました。
※一部タウンニュース藤沢版2020年11月20日
（金）号記事より引用編集させていただきました。

現役三田高生との ワカバの輪
知的探究イノベータ推進事業の指定校である三田高校では2年生の
時に本格的な課題研究に取り組みます。現役三田高生、小野寺悠生君
（現3年5組）
は、
2年生の時に
「オセンチ山を中心とした三田段丘におけ
る，
アズマヒキガエルの生息状況」
というテーマで研究するにあたり、先
輩方から昔のオセンチ山についてお話を伺いたいと、
アンケート調査協
力のお願いがありました。
アンケートに回答してくださった卒業生の中から、
オセンチ山にまつ
わるエピソードをお寄せくださった方々がいました。
岡村（三嶋）喜久子さん（三田11-5）
現在のオセンチ山
在学当時音楽部だった私にとって、
田町駅から歩いて学校に着いたと
きに校庭の左側に見える緑の小山はほっとするオアシスでした。日比谷公会堂でのオーケストラの生演奏による
ベートーヴェン第九の4楽章を歌う合唱会のために何人かでパート練習をしたこともあり、今でも雨あがりの土
の匂いにオセンチ山を思い出します。
緑川雄三さん（三田10-3）
化学部長だったある時、調合火薬の威力評価で池の水中に投じた水雷の一発が水面に浮上し爆発して、破片が
部員の一人の顔の近くをかすめ、
ヒャッとして実験を中止したというエピソードがあります。今更ながら、
あの時に
後輩達が無意識下で感じ
「化け猫の祟り」がなくてよかったなと思います。
この猫塚※が、いじめはいけない と、
る一助になればと思います。
お二人のほかにも青木良さん（三田11-3）
からは港区の生物等に関する多数の資料をご提供いただき、
小野寺君
とはメールでやり取りもされ、
小野寺君も研究の貴重な資料だと喜ばれていました。
旧校舎時代、
オセンチ山は現在の倍くらいの広さがあり、
赤羽小学校の運動会にも使われていた小グラウンドや
クラブハウスもありました。広さは変わってしまいましたが、
今も昔も三田高生のシンボルであるオセンチ山。現役
生と卒業生をオセンチ山が結び付けてくれました。
今後もそんな「ワカバの輪」広がっていくことが期待できそうです。
※赤羽小学校内にある碑。いじめを苦に自殺した主人の仇を討った飼い猫を弔うために建てられたと言われている。
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2021年度総会開催方法と懇親会中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染の収束がみられないまま新年度を迎えました。今年度の総会も昨年同様、
集会
による総会は行わず書面による総会とさせていただきます。
6月15日
（火）
に役員の出席と会員の皆様からの委任状・議決権行使書によりワカバ会事務室内で開催
いたします。
◉同封の下記総会資料をご確認いただき、このページの委任状・議決権行使書を切り取り、委任者本人
が自署の上ご返送くださいますようお願い申し上げます（自署の場合は押印不要）。
今年度は理事・監事改選の年でもありますので、理事・監事候補者名簿も併せてご確認ください。
◉委任状に代理人の氏名が記載されていない場合は議長に一任されたものとみなします。
議案に対して議決権を行使される場合は、委任状には記入せず、賛成か反対かに〇をご記入ください。
◉委任状・議決権行使書の返送は6月15日必着でお願いいたします。
※教職員および在校生の方は委任状・議決権行使書のご返送は不要です。
尚、総会当日に開催しております懇親会は中止といたします。ホームカミング該当学年の皆様におかれ
ましては誠に申し訳ございません。

〈教職員・在校生の方は返送不要〉
キリトリ

《同封の総会資料》

2021年度一般社団法人ワカバ会総会

【議案資料】
１-１

2020年度事業報告書

１-２

2020年度決算書

２

理事・監事候補者名簿

日程：2021年6月15日
（火）
場所：ワカバ会事務室
2021年度一般社団法人ワカバ会総会は新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため書面で役員により開催することになりましたので、ご理解の上ご了承
くださいますようお願い申し上げます。

お名前
会員番号
ご住所

【報告資料】
2021年度事業計画書

１-２

2021年度収支予算

キリトリ

１-１

（旧姓）
−

（ 卒回組 第六・三田

回

組）

〒

TEL
下記 委任状 または 議決権行使書 のいずれかに署名（自署）願います。

委
会員番号

任

状

2021年

月

日

氏名（自署）

私は
を代理人と定め2021年度一般社団法人ワカバ会
総会において議決権行使を委任いたします。
また、
代理人記名がない場合は議長に
委任するものとします。

今年度も新型コロナウイルス感染拡
会報発行日
大を受け、
記事内容変更や総会資料作成
変更の
お知らせ のため通常5月1日発行のところ6月1日
発行に変更させていただきました。
ご理解くださいますようお願い申し上
げます。
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議決権行使書
会員番号

2021年

月

日

氏名（自署）

私は2021年度一般社団法人ワカバ会総会の議案について本書面をもって、
下記の通り議決権を行使します。

◆2020年度事業報告ならびに決算承認

賛成

・

反対

◆理事・監事 改選

賛成

・

反対

2021年6月15日必着にてご返送ください。
一般社団法人ワカバ会

TEL: 03-3451-0227 FAX: 03-3452-4590
E-mail: t-mita@wakaba-kai.org

維持会費の納入にご協力ください
ワカバ会は皆様の会費で運営されています。維持会費の納入にご協力くださいますようお願い申し上げます。

●払込手数料ご負担のお願い
昨今の郵便局の払込手数料値上げ等により、
今年度より郵便払込手数料をご負担いただくこととなりました。
誠に心苦しい限りではございますが、
何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

●維持会費の金額
年額2,000円 ※毎年年度末（3月末）までに納入ください。

●納入方法
2020年度より銀行振込による納入も可能になりました。以下の1または2の方法で納入ください。

1.郵便局での払込
宛名用紙の払込取扱票を切り離して、
郵便局で払込みください。
なお、
ATMによるご送金は、
窓口払いより払込手数料がお安くなります。

2.銀行振込
以下のいずれかの銀行口座に振り込みください。その際、
振込依頼人名の先頭に会員番号
（下記説明参照）
を
つけていただきますようお願いします。 ※振込手数料はご負担をお願いします。

例）会員番号「234-567」の若葉太郎さんの場合 → 234567ワカバタロウ
●銀行振込口座
口座名義 「一般社団法人ワカバ会」

郵 便 は が き

1 0 8 8 7 9 0
高輪局承認

内

ワカバ会

東京都港区三田一ー四ー四六

切手をはらずに
お出しください

都立三田高等学校

差出有効期間
令和3年6月
30日まで

一 般 社 団 法 人

3725

1 1 1

みずほ銀行

芝支店

普通 4736868

三井住友銀行 三田通支店 普通 7158979
三菱UFJ銀行 田町支店

普通 4538524

ゆうちょ銀行

当座 0081170

〇一九店

（ゼロイチキュウ）

●会員番号とは？
宛名兼払込用紙の皆様のお名前の横にある
（◯◯◯
-◯◯◯）
の表記を、
ワカバ会では
「会員番号」
と呼んでい
ます。会員番号についてはワカバ会ホームページにて解
説しています。
同窓会などで「あれ、私は何組だったっけ？」
といった
経験のある方は必見です!!
http://www.wakaba-kai.org/jimukyou.html

行
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髙野 祥一
三田高校に着任し、
２年目になります。一昨年度より続く新型コロナウイルス感染症の影響に
だより より、残念ながら昨年度は白珠祭や合唱コンクールといった三田高校を代表する行事を経験す
ることはできませんでした。
しかし、
こうした状況下でも生徒たちは知恵を出し合いながら文化
的行事「再彩祭」を企画・運営し、大変頼もしく感じました。中でも行事の一環で、生徒会の生徒が、隣接する済
生会中央病院で急増する感染症患者の診察や看護にあたる医療従事者の方に向けて、手作りの垂れ幕を掲
げてエールを送る姿には心を打たれました。
我々教員も、YouTubeで動画を配信したり、
インターネット上で課題の添削指導をしたりと、生徒の学びを
止めない努力を続けて参りました。ネットの世界は、
日進月歩ですぐに新しいものに切り替わるため、戸惑い
を感じることも多くありましたが、気がつけば教育のICT化も随分進み、通常の授業をしながら同時に授業の
様子を動画撮影し、生徒が好きな時間にそれを見ながら学習できる、授業のオンデマンド配信も出来るよう
になりました。
これからも自分の頭で考えて行動することの大切さを生徒と真剣に考えながら、出来ることに目を向けて
学校生活を続けて参りたいと思います。今後も変わらぬご支援、
ご鞭撻のほど、
どうぞよろしくお願いいたし
ます。
三田高校副校長

学校

ワカバ会丸山記念奨学金

2021年度も奨学生8名を募集

一般社団法人ワカバ会の公益事業として、
今年度も都立三田高校在校生より丸山記念奨学金の奨学生
を募集します。理事会で検討の結果、
今年度も8名に1人月額1万円、
年額12万円を給付します。他の奨
学金とも併願できます。
応募の資格は経済的理由で支援が必要な人、
特に優れた学業成績を収めている人、
科学・芸術・スポーツ
などに明確な目標を持って努力している人、
ワカバ会の活動に理解・協力を惜しまない人を対象にします。
4月に全校生徒に募集要項を配布、
5月末までに学校経由で希望者を募り、
書類選考の上奨学生を決定
して通知します。
昨年度はワカバ会会員の方からのご支援のおかげで
募集人員より1名多い9名に給付することができました。

追 悼 謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
卒業回・組 逝去年月

＜旧職＞

2020.11

宮崎 正晴

＜第六＞

安倍
川澄
窪添
田口
清水
中島
内田
品川
阿部
佐藤
松野
豊住
大塚
小野
白川
芝崎
今野

百合
杉子
尉乃
貞子
不二
哲子
米子
和子
由里子
美代
とめ子
美枝
愛子
房代
淑子
美智子
節子

（小原） 2-C
（松下） 4-イ
4-ウ
（酒葉） 7-オ
7-オ
（大道） 8-オ
（内田）10-イ
（坂生）11-イ
（三木）11-ウ
（大渡）11-エ
（橋本）11-エ
（秋野）11-オ
（大橋）11-オ
（柿木）12-エ
（中西）13-ウ
（津谷）14-イ
（高橋）15-ウ

2021年6月1日発行

2011. 6
2011
2010. 6
2020.11
2020.11
2020.10
2020. 6
2020.10
2020. 9
2020. 5
2021. 1
2021. 1
2020.10
2020. 9
2020. 9
不明
2021. 3

（敬称略）

卒業回・組 逝去年月

奥村 京子
桃原 幸子
沼野 和代
川合 美津子
酒井 陽子
岸浪 なが子
田島 昌子
志垣 幸子
田島 榮子
尾籐 章子
畑 俊子
川合 信子
小川 昌子

（松田） 16-イ 2020.12
（飯田） 16-ウ 2019.12
17-ア 2020. 8
（小林） 17-ウ 2019. 8
（清水） 17-オ 2019.10
（長崎） 18-ア 2018.11
（横川） 18-ウ 2020. 8
（大桶） 19-エ 2020. 7
19-オ 2021. 1
（古田） 19-オ 2020. 6
（桜井） 20-ウ 2020. 3
（川合） 23-2 2020. 8
23-5 2020. 4

早福 美保子
細谷 智子
森永 鈴江
大森 八重子
森 綾枝
香河 郁世

（三田）
（宮澤）
（芝崎）
（小池）
（田中）

＜三田＞

2-4
3-3
3-5
4-1
4-2
4-4

2020.12
2020. 7
2020.12
2020. 1
2020. 9
2019. 1

大垣 久子
板倉 節子
福岡 靖子
宮川 美代子
関 建一郎
本郷 昌子
脇 美佐子
木田 加恵子
髙木 文子
佐野 じゅん子
岡 麗子
八名 頼子
荒 稔子
箱守 隆夫
旭 茂
高木 雄治
亀山 昌明
安岡 敬二
田中 千洋子
清水 尚志

卒業回・組 逝去年月

（南）
（田中）
（古野）
（伊藤）

4-4
6-7
7-3
7-5
9-6
（植田） 9-7
（中村） 10-2
（山本） 12-2
（足立） 14-2
（山﨑） 14-5
（棈松） 15-3
（宮本） 15-6
（窪田） 16-1
21-5
25-2
26-5
26-6
26-6
（石川） 26-7
35-6

2020. 7
2020. 7
2020.10
2019. 9
2020. 5
2020. 7
2020.11
2019. 7
2020. 8
2020.10
2020.10
2021. 3
2020.11
2021. 1
2021. 1
2020.10
2020. 8
2021. 3
2020. 9
2020.11
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2021年度 先生方のご異動
転
出
教科科目/職 異動先学校名等

氏

名

三保

和彦

校長

倉澤

俊仁

日本史

川口

直弘

世界史

伊藤

重信

数学

松下のり子

数学

原田

転
入
教科科目/職 異動前学校名等
名
西部学校経営支援
校長
能成
センター支所

小山台高校

大野

豊司

日本史 江戸川高校
（定）

新宿高校

尾上

雄輝

世界史

新規採用

青山高校

坂田

研

数学

両国高校

江戸川高校

再任用フルタイム

大内

豪

数学

廣田

晴信

退職
つばさ総合高校

（

非常勤教員

）

非常勤教員

氏

現在、第1号（昭和30年発行）
から第20号までご覧
♠クラス会、同期会を開催するにあたり名簿・宛名ラベ

再任用フルタイム

ルが必要な場合は申込書を提出していただいたうえ

英語

新規採用

で幹事の方にのみ有料で提供しております。申込書
は事務局でご用意しておりますがホームページから

英語

江口

千鶴

英語

戸山高校

高橋

志帆

英語

八王子東高校

吉田

貴子

家庭

世田谷総合高校

大口

理奈

英語

新規採用

市村

晴子

養護

足立高校

牧本あゆみ

養護

江戸川高校
（定）

経営企画
室長

両国高校
中学校兼務

山本

史郎

事務

配偶者同行休業

井上

実穂

靖史

閲覧できるようになりました。

深川高校

大坂恵理奈

駒崎

♠初期の会報「わかば」がワカバ会ホームページ上で

いただけます。順次更新してまいります。

早稲田大学
教職大学院

佐々木郁枝

事務局だより

（敬称略）

のダウンロードも可能です。

期限付任用

名簿はクラス会、同期会目的にのみご使用いただき、
各種勧誘活動にはご使用にならないようご留意くださ

経営企画
つばさ総合高校
室長

事務

い。提供時に確認させていただく場合がございます。

大田桜台高校

ご寄付御礼
♣第六17−オ 酒井(清水）陽子様ご遺族様より 10,000円
♣三田3-1

髙見（来栖）京子様より

♣三田7-3

福岡（古野）靖子様ご遺族様より 10,000円

♣匿名希望の方より 3件

5,000円

編集後記

127,000円

・
・
・
・
・
・以上のご寄付をいただきました。

♠１年前の緊急事態宣言では、初めてのことで、皆、
か

奨学金ならびに会の運営のために

なりの緊張感があったように思います。そして今、
まさ
かの三度目。日常生活のあり方、
ワクチン開発、様々な

使わせていただきます。

ことを我々は試されていると感じています。みなさまも

ありがとうございました。

お元気でお過ごしください。
（Ｔ）

ワカバ会オリジナルグッズ

お申し込みは、電話・FAX・E-mail にて、事務局まで
3色4芯
ボールペン
200円

折りたたみ
トートバッグ
全5色 各800円

（紺色は在庫なし）

31×37×9㎝
（広げるとA4サイズ
も入ります）

★裏返っても元通り!!

たたむと
こんなに
小さくなります

耐風折傘
大判65㎝・
グラスファイバー骨

青紫

なでしこ
クリアファイル
100円

今治
ハンドタオル
400円（白）

会 報 わかば89号
府立第六高等女学校･都立三田高等学校 同 窓会
一 般社団法人ワカバ 会
〒108 - 0073 東京都 港 区三田1- 4 - 46
TEL：03 - 3451 - 0227 FAX：03 - 3452 - 4590
時間：午前10時〜午後4時 休日：金曜･土曜･日曜･祝 祭日
E-mail：t-mita@wakaba-kai.org HP:www.wakaba-kai.org/

❽

ハローキティ根付
650円
（寄付込1,000円）

ミニタオルハンカチ 各400円

各950円

校章ストラップ
（黄色、シルバー、
ブロンズ）
各450円

バンダナ 各600円

会報 わ か ば 第89号

タオル
マフラー
各900円

青

ワイン

紫

表紙デザイン ／ 秋
紙 面 構 成 ／ 一

ピンク

桃色

山
色

◆ワカバ会ホームページ

からし

オレンジ

具
秀

ボール
ペン
200円

レターセット
各150円
一筆箋 各100円
クリアファイル
各50円

義（三田37-4）
司（三田35-3）

◆ワカバ会Twitter

ワカバ会
2021年6月1日発行

2020年度の維持会費を納入いただいた方々です。ご協力ありがとうございました。

第六高女

（2020年4月1日〜2021年3月31日）

（敬称略）

第六 4
川澄杉子
第六 6
清水伊津子
棚田みよ子 吉野初枝
第六 7
第六 8
出口八重子
第六 9
松安澪子
第六 10 井口国子 大蔵久子 原美津枝 牧野嘉恵 土屋八重子 永禮禮子 中村治子 渡辺和子
第六 11 鈴木鎮子 荻田良子 大和房子 松本和子 沢栗重代 豊住美枝 阿部千代子
第六 12 多屋あき子 村上佳寿子 鈴木美知子 辺見栄子 中川いち 菅野和子 谷薫 小野房代 飯田充子 藤村えい子 江田宜子
第六 13 小柳節子 丸山ハル 土渕るり子 浅川サワ子 臼井和子 堀越利子 原口幸江
第六 14 中村二三子 近藤京子 杉山糸子 寺坂京子 市嶋浅子 鶴岡房子 入江淑子 小林三鈴 馬場甲子 宮内美智子 長與正子 山下盛子 中村治子
岩井静江 兵頭英子 後藤綾子 徳岡璋子
第六 15 溝口美知子 永井幸子 友枝久子 小林れい子 中澤みつ 菅内福子 師田光子 大和君子 米山邦子 滋賀芳子 高階尚子 金久美智子
浜野孝子 直岡輝江 大塚佐和子 原富枝子 樋口登美子 永田静子 本谷紀子 江川富子 岸澄子 薬袋幸 浜名柳子
第六 16 村井てる子 大原春子 鍵野朝子 菅野晴子 藤生榮子 鈴木文子 小林久子 林三重子 常田道子 杉浦千里 北川原京子 小森谷彌生 斎藤登美子
平島俊子 織間滋子 浅尾美保子 古川佳子 坂田三知世 阿部久 内ヶ崎静子 白戸澄子 市川澄江 池田陽子 石原みよ子 高野久江 村上光江 岩崎香代子
落合京子 市川英美子 小関寿美子 鈴木明子
第六 17 藤田和子 松本美代子 松原典子 井上幸子 織茂千恵 金内静枝 井口千恵子 丸山い志江 栗原加寿子 伊藤佐登美 高林てる子 大野浩子
野川孝子 菊地恵子 井出裕子 髙橋良子 栗原慶子 金子葉子 神山久子 村田とみ子 岸本和泉 伊木敦子 上島吉子 酒井陽子 野中安子 牧原豊
錦織ゑみ 久米絢
第六 18 江尻光子 鈴木淑子 古賀説子 中山芳子 豊住昭子 林登美子 服部洋子 高崎文子 藤巻久子 米倉幸枝 福田和子 池田公子
荒木日出子 横山礼子 益田和子 井上初枝 鈴木和子 長野順子 岩宮具子 鈴木和子 杉山泰子 石井貞子 蓮沼菖子 藤本佳子 佐藤淺子
高野淳子 志水英子 山本和子 乾康子 鈴木恵子 石山陽子
第六 19 武藤典子 高木幸子 佐口美和 橋本勢津 八亀花子 明石安子 市村慶子 井上歌子 小黒慶子 鈴木節子 山本英子 佐々木和代
山岸多恵 村上歌子 江島静枝 三木郁子 箕浦照子 秋場共子 上原和子 山田裕子 越村苗子 佐藤和子 清松節子 諸沢昭子 高橋ふみ子
成瀬澄子 高柳テル子 渡邊悦子 谷村多美子 名倉俊子 有馬サト子 川上美恵子
第六 20 林慶子 児玉あや子 松川明美 森下好子 古谷野美代子 新井佐和子 山口敬子 坂口久子 武井幸子 酒泉奈津子 佐々木幸子 島田俊子
横山寿恵 高橋知佐子 水津寿和子 山崎信子 内堀坦子 西谷佐紀子 宇野きみ子 西原良子 磯崎ひろ子 上辻聡子 増野尚子 斎藤智子 嶋田智子
帯金清子 田崎清子 熊本知代 平湯弘子 小坂しづ 黒田和子 堀口文子 松元節子
第六 21 浜野綾子 大平京子 上杉敬子 久保田幸子 鶴田俊子 三浦美恵子 小宮みどり 中島節子 五十嵐ノブ子 水田和子 遠藤蔦子 国枝佳子
第六 22 内ヶ崎佳世子 石井常子 上田潤子 金行緑子 中村和子 杉浦弘江 小西孝子 高尾幸子 石塚幸子 平田由喜子 志賀房枝
高橋玲子 篠崎節子 高師昌子 河合依子 南谷陽子 渡辺黎子 野替久子 桝永百合子 直井恵津子
第六 23 赤木富士江 湖上照子 山田愛子 青野博子 小沢セツ子 近藤郁子 瀬戸慶子 川合信子 駒澤和子 栢野光枝 宇都宮昌子 井澤明美
山本喜美子 及川美幸 堀口美奈 田中道子 小坂京子 牧野圭子 髙橋冨士子 木村茂登子 小川昌子 佐藤和子 新井芳子 松下静子 鈴木稚子
松平俊江 島崎幸子

三田高校

高校 1
沖敦子 瀬古照子 伊藤千枝子 中村公枝 清水暁子 小菅資枝 小佐治静子 松尾玲子
高校 2 大塚美枝子 石川多枝子 草鹿光世 星野栄子 石井恵津子 関正子 高橋すみ子 筒井啓子 寺田升惠 湯沢幸子 矢崎尚子 長谷川裕子
小林三重子 高見蓉子 尾形智子 岡崎章子 加茂嘉子 二十里芙美子 藏田幸子 松岡曜子 伊達佐千子 中島貞子 大橋英子 八戸敬子 長谷川承子
藤沢智惠 立松慶子 手塚純子 佐藤智子 小林陽子 古賀ノブ子 藤田禮子 亀井長子 君塚知子 奥津敏子 高石博子 岡村悦子 磯喜代子 稲垣ふみ子
秋山志津子 鎌田重子 近藤恭子 石川千枝子 樫部恭子 甲府方宏子 折橋佳津子 横田栄子 橋本チエ
高校 3 鮎澤澄子 田川悦子 粟田口旭子 坊美千子 久保井弘子 時得静江 尾身京子 市村桂子 小林美智子 藤原純代 肥沼陽子 赤羽尚子 山県和代
松浦玲子 辻治子 木村康子 野村美奈子 高橋京子 吉川敏子 池田年子 土橋禊子 藤澤元子 岩崎園江 八木下喜久子 泉みね子 中澤直子 高橋喜代子
岡林福子 徳永和子 山田えつ 森田久子 安藤好子 佐々木礼子 江口弘子 坂口ふみ 石野玲子 谷中公子 遠藤富士子 鳥居アツ 中島雅子 古閑京子
藤井弘子 東久子 宮地寿々子 浦田理子 有田玲子 杉浦治子 毛利浩子 大胡しづ子 鈴木桂子 藤田道代 角谷はせを 野村八代子 神戸幸子 吉田孝子
豊川素子 時政玲子 杉浦加都子 久保富美子 百瀬照子 前田由姫子 鈴木敏子 畑野悦子 伊藤かよ子 滝沢晴美 古在美音 小田ふみ江 渡辺麗子
日高恵美子 山本智恵子 藤田敬子 御宿弥寿子 吉沢満子 小林淑子 辻節子 平野倶子 小澤千鶴子 小薬雅江 成岡喜久 豊國倭文子 西山智子 國雲嘉子
渡辺久子 中辻節子 古谷衣都子 山元昌子 宮地功子 森田房子 高嶋絹子 木村治江
高校 4
金子陽子 大島弘美 田中和子 田沼和子 橋本里江 続美奈子 家田孝子 渡部祐子 徳川達子 渡明子 木村治子 石尾瑛子 宮井多惠子
浜田久子 髙山弘江 森綾枝 池田節子 玉虫道子 宮沢恵美子 吉澤房恵 三田野益子 幸田啓子 辻合幸子 中村幸子 宮島あき子 佐久間康子
真柄光枝 梅田亮子 遠藤節子 佐藤妙子 福田幸子 松坂エフ 土井トミ子 小牧加寿子 山本弘子 吉武信子 柴田慶子 松島淑恵 藤村澄慧 畑迫明子
岩澤孝子 平野照子 中田都始子 浜中喜代子 髙橋久子 飯高伊磨子 天野セツ子 高橋和子 鏑木庸子 島田淳子 広瀬節子 小倉百合子 康本君子
加来奎子 小林ルイ子 内田裕子 吉永明美 稲垣久子 太田成江 清水知子 渋谷明子 川内郁枝 山田美奈子 高津洋子 吉永喜美子 野口トシ子
影山千鶴子 大久保眷紗子 斎藤栄子 平野多津子 梅林富子 中山房子 本橋俊子 新井好 原漾子 井出祥子 福永倭恵 久瀬光子 杉浦寿子 矢澤鶴江
市野且枝 田中真木子 早田洋子 西川清 杉島利子 小藤勢津子 新庄治子 蒲生キミ子 重田旺子 柴田静栄 杉山綾子 長谷部広子 内林洋子
壬生倉春代 平山信子 上野伊律子 吉岡邦 寺本小枝子
高校 5
奥原美恵子 乾春子 浅羽和子 春名殷子 折原松子 今野貞夫 仲村定子 魚谷祥子 斎藤求仁子 峯尾勇 大岩啓子 吉田周平 吉田末子
岡沢静子 雨宮とし 稲葉和寿子 福田沙幸 小栗武 小高裕道 城所恵子 山口美喜子 富田昌子 梅田静子 大石幸子 佐久間俶枝 藤井康栄 仲沢陽子
小宮静夫 後藤暁子 山本護能 高山繁雄 仲村順二 棚木玲子 新島訓子 荒木久子 大竹優子 山内みゆき 西村洋子 長沼淑子 岩田敦子 寿崎和子
加藤奈津子 高橋尚子 中道英子 玉置修次 仲里路 鶴岡巍 阿南松枝 保志場孝子 万里美代子 佐藤ギン子 郡司多喜 山田久爾枝 沢辺珠子
大橋京子 岡田晴子 小川ユウ子 猪瀬和子 工藤弘子 黒川ミキ子 熊倉苞衣 宮坂貞子 茂木恵子 黒沢久子 大角美恵 三原博子 吉澤慶子 国又和子
栗原ふみ子 安藤真佐子 佐藤松子 湯原郁子 渡辺沢子 水島光枝 清水祥子 西田敬子 大木安㐂子 田嶋章 田中美子 当摩健 丹下節子 中屋智雄
根本佳世子 丸山幸子 日野敦子 濱中清子 森谷誠二 小川アツ子 千田初江 平野良子 末兼美也子 柳沢栄子 金子光江 永岡澄子 水澤明子
小山美佐子 足立貴美子 立花洋 中村芳子 茂木清子 小沢由紀子 木村雅子 二馬泰子 水野幸子
高校 6 中原茂登子 早川文子 大野良子 外前田冷子 西原多美 山田掬子 稲葉房子 免出康子 大塚京子 杉田薫 石井久美子 阿部三紗子 窪田匡子
吉田百合子 土屋弘子 広瀬光代 鈴木洋子 島田玲子 松川登美江 藤島壽美子 村田よし子 丸山千栄子 青山千世子 夏目美智子 荒木由子 佐藤昭子
伊藤光昭 小林郁子 石井厚子 安井美智子 川嶋香 小川美代子 苅谷弥生 平林千恵 広瀬哲也 玉井美代子 志村之子 武田明子 梅村由紀子 青葉豊孝
井上文代 菅井光子 門倉早苗 中神さとみ 土方佳子 管野恵子 浜崎佐恵子 西島丕紗 飯島和彦 飯島京子 山下恵美子 金田淑子 山田房枝 篠根章高
入交珪子 伊東志珠 佐藤もと子 古寺京子 渡辺初江 桂陽子 飯山精三 井上惠子 柏崎一郎 兼山伸 花田雅子 小山田恭子 菊地久子 渡辺葉子
人見順子 津田玲子 吉田光子 木山和子 竹沢湛美 高畠美恵子 斎藤康芳 笹岡美治子 丸山登美子 仁科佳子 田中美恵子 沢田弘子 藤井政江
小関令子 海老原和枝 桂雄一 加藤淑子 木村敏和 栗原富枝 堀伊代子 福辺鈴江 津田葉子 池田惠子 板倉節子 手塚一郎 張替邦子 平井節子
神川敦子 菊本昌子 山崎泰弘 長信子 山村正規 三嶋明子

高校 7
石井義昭 森恵美 黒岩美彌子 小澤宏 伊藤松枝 富山登代子 三谷洋美 滝沢正寿 竹中泰子 大下直子 保崎千恵子 寺沢田鶴子 藤野武
湯下美津子 堀川泰生 両角隆子 新谷浩子 猪狩正敬 小林敬子 金子由多嘉 菊本悦子 鈴木琇子 清水浩吉 野村美恵子 大野笑子 中島久子
築島久子 末廣照子 藤林湊子 中村左都子 菊地寛子 石川蓉子 井筒和子 五十嵐登志子 高橋愛子 稲見裕子 坂田基 光主清子 渡辺英子
山田美登利 松澤洋子 爲数俊子 風巻佳美 谷久子 齋藤節子 中条正子 清水典子 渡辺真砂 近藤千津子 中嶋房子 亘みつ江 石川介也 田嶋明子
奥尚子 長沢矩子 佐藤明 柄沢のり子 濱田順子 久世楊子 桑原芙美 牧野栄子 荒川嘉子 小田信子 関口朔枝 瓜生美江子 樋口桂子 菅谷美奈子
石井ゑつ子 菊田幸子 石原比呂子 長岡瑞子 布川智子 松山悦子 安江多恵子 藤井香代 伊藤晴子 角田久子 渡利絢子 今関宏子 石井淳夫
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脇田直枝 齋藤令子 閑清彦 青木久恵 木村弘子 武田宏 柳田美代子 若松幸子 吉松圭介 青木宏泰 豊田照子 山本明子 加川敬 斎藤敬子
永江末加岐 斉田守雄 坂田恒春 先崎信子 近美枝子 小島信子 徳田節子 長房淑子 福島脩 渡辺恵子 川井栄子
高校 8
浜坂道子 伊藤孝 大塚雅司 小黒昭彦 荒木正子 吉井典子 佐藤輝行 高橋富美子 津戸三郎 石川暁美 町田緑 菅原加寿子 森島和敏
山口謙一郎 芳川潤治 堀口須美子 板倉勝冏 宇野修平 黒川マサ子 山本晶子 松山美念子 亀崎健 今譲二 渡部陽子 高木祥子 井上裕子 内田英子
那珂通武 相川由美子 古屋清彦 山﨑依子 松永學 山中美智子 荒川静乃 五百森万右 松島和子 小野紘一 糠沢幸子 小林皓 井出圀子 岩井幸子
中川あけみ 鈴木義守 小高和子 桜井恭子 佐伯邦恵 石井美江 市川幸子 金井嘉子 池内光世 黒澤紀子 大塚敏子 吉野茂 安井久世 高橋紀美子
黒田和子 斎藤弥生 三宅良 大塩徳子 大竹正江 和田寿美礼 岡田恭子 長野卓 太田大枝 山本泰子 村上洋 田端数代 山澤捷子 赤星淳子
伊藤富美江 永田まさ子 蜂須賀三香子 船木静 中澤田鶴子 清澤充子 田中恵美子 山本久子 斎藤和子 岩原静江 岡田紗代子 秋山芳子 成田テル子
佐々木道子 蔦岡昭子 有賀彰子 溝口成子 伊東喜代子 米村伸江 桜井絹代 橋本美保子 坂本陽子 津川幸子 蜂谷勝雄 渡部敬子 丸山ケイ子
米澤典子 木村美智子 深澤靖子 眞舩幸子 小粥和子 吉田宏 増山知子 奥田芳江 松野靖子 姫田光子 穴沢尋美 伊部真喜子 椎名美奈子
須藤美和子 鶴田陽子 難波廣子 富田久子 橋渡志保子 竜崎成子 小林磨左子
高校 9
金成恵子 杉山千寿子 石井収代 佐々木純子 溝川慶子 高橋元美 永田実家子 神津常代 玉田明子 田中幸枝 小宮好子 岸本祐子 中村紀久子
矢部節子 高橋嫩枝 阿部喜一郎 古性和子 加藤静子 浅利影子 木島ふじ子 川原ゆり 楠美雅章 今井弘子 廣瀬和子 三井昭子 蔭山邦枝 小出弘子
坂野貞夫 大迫悦子 古崎隆也 本多安江 宮下順子 坂上祥子 森山勇 諸田敦子 金澤京子 市川淳子 伊藤栄子 小池弘子 吉川栞 佐々木美代子
辻本和代 能勢峻光 服部和子 鈴木美智子 冬木志津子 荒井一郎 市岡康子 吉田咲子 浦沢悠紀子 岡崎公子 小川芳子 市川紘子 田中優江
上山陽子 藤井芳子 近藤朝子 坂敏子 輿石和子 山内佑子 河辺耐子 山本廣三 中津川重子 津田和 川端博子 西山一枝 瀬田昭子 兒玉和子
田辺朝子 間下恵子 切敷文江 櫻井節子 渡邉昌子 森田伸子 岩崎眞智子 渡部仁子 小室雅子 本橋淑子 荻原君代 山崎みどり 幸田国松
新井久子 橋本不二子 竹内久乃 木村嘉子 中村満喜子 成田禎介 広瀬俊男 佐賀順子 早田二三子 三浦寛子 安藤里恵子 小原敬子 原田悦子
小枝郁子 俵藤アキ子 石鍋三保子 青山悠子 市橋裕子 古宮保子 磯野節子
高校 10 大関富枝 鳴田三枝子 石井久美子 諸原暁子 菊地泰子 安藤宗子 大場壽 西川朝子 小林節子 豊間根厚子 三瀬道 深沢靖子 吉田輝美
冨田公美子 山本映子 山下紀子 山田雅子 山崎明美 柏木育子 大庭和子 丹下恵子 近藤綾子 望月あき子 久保田栄子 保坂清子 脇美佐子 金城紀子
小市睦 飯塚懭子 平山道子 森尾敦子 渡部和子 有馬禎男 石合嘉紀 石津博義 甲斐田生嗣 大野邦子 梶原収功 小島信子 小山勇三 伊藤達子
鈴木靖紹 徳永雅則 松倉資子 村岡光子 圓田祥子 今井京子 花田孟 半揚正俊 河野慶子 脇治以 鈴木章子 三ツ木隆 緑川雄三 小久保弘子
山田常喜 堀江宏子 池本千枝 久保文子 荻原陽子 長谷川彬子 木内路子 小暮敞士 志村修 鈴木節代 久木元美恵子 竹内公夫 田中和子 青木義治
五十嵐啓勝 岩崎高子 大畠美耶子 田村和子 永松真理子 木内昌彦 久野田賢一 今城昌子 手塚英夫 宇波栄子 中根一男 那須治子 藤原正子 寺脇洋子
田中節子 松田浩子 加藤敬子 市川文子 林悠子 村上悦子 藤井昌子 南史子 田中恵子 伊藤紀子 佐久間佐智子 佐藤信子 瀧澤敏子 原田雅子
古田章子 福本登美子 武下千鶴子 十河和子 田中房子 太田恵子 高梨芙美子 坪谷啓子 木下由子 星野紀子 小園隆子 河野和子 矢作俊道 日塔友子
高校 11 渋谷佳代 中根英恵 石坂美恵子 市川とよ子 神崎博美 対馬玲子 木村眞知子 小林鏡子 能勢佳子 白鳥淳子 飯田敏子 内田順子 榎本京子
佐藤陽子 萩原典子 伊藤慶子 池田由季子 齋藤充江 佐藤カネ 鈴木たか子 川島恵子 山田晴恵 若林茂子 畑栄子 山岸由美子 木内恭子 藤野宏子
土屋絢子 宮本アサ子 有馬紀代子 田中文子 吉田千枝子 辻谷久子 杉本久子 岡田芳子 蒲田苑子 小松美枝子 稲垣道子 小林紀雄 平山靖子
能勢規弘 村上寛子 松岡紀寛 岡本フジ子 吉岡民子 金田信夫 安藤晴朗 下条喜宜 筒井勲 高橋節子 上野康子 奈良紀代子 田上宣子 吉田玲子
古賀宏子 加藤澄子 柏戸ひろ子 小野崎文子 鈴木圭子 鈴木照夫 白木美佐子 斎藤幾久代 中谷文子 早津知子 沼田久仁子 渡部民子 岡村喜久子
鈴木和子 串部万里子 池上照子 池田佳人 石上優 菅雅子 大竹捷夫 窪田克子 吉田淳子 谷口芳枝 鈴木正人 成瀬忠 渡辺禮子 川村靖乃 藤村賢一
成田芳子 松村紀彦 山岸駒之 小倉恭子 高木紀美 西沢淳子 福田節子 岡保子 中島紀子 石塚佳代子 関谷公子 佐々木美智子 桑田章司 横山紀美子
鈴木紀久子 佐藤喜久子 島村佳子 田中美子 兼子節子 原田要子 堀内信子 黒瀬久子 鈴木治子 中村満寿子
高校 12 吉田好子 岸辺光代 佐藤芳子 琴山夏美 福田和子 入江英子 門間信枝 佐々木信子 大倉昭子 堀内惇子 我妻八重子 由良方子 小澤慶子
平野春子 西浦令子 吉岡範子 猪俣啓子 砂田トキ子 岩田澄子 鈴木京子 高橋節子 笠松元子 小野典子 新倉蓉子 北村容子 篠塚俊江 黒沢令子
黒部良子 川原隆子 関根和子 木藤智代子 森本美与子 松本陽子 長沼美恵子 星京子 三浦靖代 小野時江 岡本秀子 名々井照子 天野尚己 大泉紘一
岡野智一 小野修司 川又善行 鈴木茂晴 関戸靖 髙木信義 高橋誠一 中村昭一 永田堅志郎 野口常夫 山崎凱正 吉岡宏 飯塚和代 遠藤博子 佐藤桂子
斎藤修 横山恵子 村井妙子 土岐啓子 内藤千鶴子 新免孝子 藤井明夫 小岩井ルリ 川越和子 杉原祐子 山口訓子 金沢つる江 酒井邦子 薮田圭以子
池田敦子 角田敦子 青木喜和子 張恵 鈴木悦子 安藤久子 石井美恵子 渋谷知子 波木居慈子 堀文恵 木村昌子 久保田友恵 佐藤朋子 栗林成光
山内由加子 中本邦子 佐藤順子 澤野水纓 田山彰 馬場紀子 樋口美和子 坂本民子 森野豊作 相田ひろみ 野島桜子 古川雅子 水沢恭子 吉田容子
柿沼昤子 藤田耀子 飯沢俊子 山本みづほ 清弘信子 大沢善勝 小川しげ子 中村尚子 竹内伴子 伊豫田美智子 須藤多佳子 菊田怜子 小太刀洋一
佐野剛平 柴崎徹夫 高田知恵子 大部瑳智子 高橋宏子 吉田道子 堀越慈 中村昌子 枷場洋子 野沢睦子
高校 13 小池行子 戸川豊恵 野村清江 小宮防子 正木弘子 小橋礼子 小林桃代 森野勝代 伊狩久子 相馬幸代 桂千枝子 桑原美奈子 小林邦子
大里璋子 堺邦子 山田迪子 村山とし子 大宮美枝子 池田孝則 市原勝 村瀬寿奈子 岩倉正紘 奥田昭 小林伶子 菊地春子 上月文雄 佐々木重治
森田浩子 田嶋うめ子 松本満里子 向山征哉 柳田荘二 与五沢和良 米山英靖 清水昭之 川上美枝子 田中直美 小林夫美子 北原美恵子 大久保道子
戸田尚文 田村裕子 高地昌子 廣瀬武意 山谷琇子 安永容子 湯浅輝昭 尾崎那知子 前田洋子 佐久間徳子 石井界子 田村孝子 佐々木正己 沢木敦子
菅井啓祐 山口三惠子 津田澄 名取省吾 佐野淑子 川嶋眞千子 堀澤次郎 松村栄子 佐野直美 新井多美子 藤巻純子 荒金昭子 亀田昌之 中村敦子
村山宣子 小林糸子 笹川紀代子 小貫頼子 丸山郁子 上野浩子
高校 14 鈴木洋子 梅田幸子 山田美智子 小湊由紀子 奥千世子 木戸映子 細田悠紀子 田中晃子 折居由紀子 相原満子 太田智都子 扇谷成子
福与淳子 千葉和子 大萱和枝 髙木文子 糟谷東亜子 加藤貴子 北川比呂子 林淳子 斎藤君枝 酒井洋子 松井淳子 小島和子 斎藤径枝 蕪木敏子
斎藤朋子 髙橋愛子 若松はつほ 原田登美子 高木仁美 内田智恵子 大石汎子 太田裕美 石川百合子 植松英子 斉藤道子 鈴木邦治 竹内弘道
高畠清子 児島照子 大部漾子 松尾功一 山中信之 堀佳世子 内海敏彦 大淵智代 高橋良子 久保ユリ子 河本彰江 岸百合子 越元昭子 藤田恵子
古庄義和 大塚玲子 松田素子 安村光正 大山瑞代 松田清美 安倍昭至 伊藤満男 早野洋子 上岡孝子 北島英夫 大野真美 関本政義 馬場正俊
横井景子 広浜圭子 横田克彦 福島幸子 山口詔子 渡部英子 満井芳子 大林正孝 萩原徹雄 田沼洋子 小杉元 鈴木征男 植松紀子 鷲見三恵子
大隈喜美子 田中美都子 原田皓一 宮崎喜美子 小野田実 仁村典子 北條宏子 露木佳子 池田澄子 五月女美南子 高橋由美子 大橋瑞子 宮嶋美子
野本敬子 山路美智子 村瀬光子 進藤宏子
高校 15 諏訪扶佐子 仲尾晏子 立花瑞枝 岩間素世子 北原澄子 和手和江 森瀬敏江 三戸峰代 加藤信子 植竹和子 井手久子 田畑雅江 鈴木啓子
杉本澄子 高塩久仁子 田崎紀久江 神戸紀子 中津川八重子 石井暁子 北山ハツ子 吉野由美子 福島悦子 武内紘子 坂口美作恵 斉藤喜美子 松本令子
岡麗子 安藤尚 岩井知之 関和子 兼子俊 川副礼子 渡辺邦子 栗田国義 川又桜子 能田登之 松永淳子 北條政利 西島多満江 伊藤和彦 上島秀元
内田ふじ子 榎本良輝 鍵谷明子 笠原俊也 桑原宣子 福田美知子 関剛 高木孜育 中馬正彦 袴田国男 保科弘毅 加藤美智恵 小林京子 丸山純子
早川叡子 小布施桂子 髙橋幸子 新井道子 関場和子 中島弥生 今井淑子 根本徳子 松崎節子 小川幸子 吉枝康子 真中博子 武田嘉代子 大越成子
江草浪江 大石幸子 石田みどり 出口洋子 斉藤圀彦 高橋田鶴子 田中かよ子 佐藤晶子 磯部誠子 水木久美子 小野口靖子 小林俊江 清水裕子
渡部照子 波々伯部美智子 馬場久恵 松村史子 金森寛子 吉田裕子 小林史枝 大山藍子 小久保寿代 荒井淳 中越覚 吉田優美江 安田央
高校 16 金子寿美 及川真弓 古閑康子 鷲見紀子 大西高子 中谷康子 荒稔子 福田英子 石川康子 塩川貞子 清野芳子 鶴岡滋子 海老原良江
飯田千賀子 横嶋昌子 入山道子 藤井洋子 佐々木美恵子 澤畠由紀子 山田玲子 関口敦子 高木貴美子 村野由加子 伊藤朱美 増田道子 島汀子
金子靖子 福永昭代 小幡節子 荒川一彦 安田良子 太田諏訪子 安達絢子 谷玲子 山田伸二 竹内央水 伊藤芙規子 武藤直子 中澤紀子 須藤和子
栗林由利 多田節夫 鳴島敦雄 住谷始子 藤井史子 原啓子 堀久仁子 湯川美和子 大徳恵美子 渡邊穰 栗山文子 福田芳子 佐々木由利子 斎藤絢野
星野晥恵 山根文枝 堀和子 栗原晶江 田邊俊子 宇治川美恵子 中邑俊子 大串かほる 植田興二郎 岸香代子 松本あき子 加瀬正夫 倉田喜弘
笹田和夫 清水正昭 竹下哲郎 鍋田治 中谷史子 大川喜和子 山村慶子 堀口勝子 風間成子 吉村共介
高校 17 鷺谷淑子 山寺圭子 五十嵐苑生 下田隆子 小林操子 和田由紀子 石本多子 川崎好子 近藤弘子 三島房子 天野力 伊澤岬 後藤迪子
阿部啓子 太田建昌 岡本豊治 栢木興太郎 岸直美 金城秀人 萩原陽子 佐藤幸重 斎藤宏 櫻井能弘 篠原康明 田宮美憲 堀口武 吉村憲治
荒尾浩 佐藤史子 千葉智子 野村理恵 山崎文子 栗原敏 後藤史子 塚本圭子 立原敦 中島克二 西猛 山岸康基 神山啓子 武藤三千代 牧野久枝
込山則子 高野光代 佐藤久恵 国光澄子 清水澄子 岩元千鶴子 尾田睦江 大村安子 松井康 三浦和也 吉野美代 石井秀子 今井和江 澤崎タケミ
石塚智子 矢部清美 小林宣子 三澤信子 小笠原尚子 林本美智子 九十九榮子 上野洋子 徳田昌子 田中貞美 大田昌子 北野阿紀子 小池和子
中村恵子 高麗真里子 伊藤尚子 進藤英津子 川崎雅子 葛上淳子 阿部美佐緒 大喜多雅子 古財悦子 向田映子 清水洋子 島田愛子 石井みや子
宮田智子 WERTHEIMBER智恵子 矢野和昭 川島博子 鳥居洋子 吉田由美子 川岸憲子 小野田三恵子 石田容子 大河原啓子 木下たづ子
中村みどり 神谷千鶴子 原田明弘 安念柳子 竹内茂子
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高校 18 力石啓子 出口敦子 植田夏子 横山敬子 杉原美智子 渡辺富美子 福本智子 大島京子 小関知子 大橋平 杉本竹正 鈴木荘一 内藤直子
竹内恭一 香椎加代子 志茂慧理子 西村実則 林伸子 花島信一 一瀬哲丈 佐野暁美 久保道子 竹内奈美子 田部裕子 大谷芳枝 諏訪恵子
石川勝幸 福原昌恵 小谷敏夫 吉田素子 金輪義子 橋本邦一 板倉光子 保科泰昭 三浦一雄 小林みどり 秋元善行 榎屋多喜子 井上裕
田嶋恵美子 藤巻和子 奥野求理 坂巻恵子 六車泰子 川田明良 北千加枝 鈴木晴夫 川上清子 橋本百代 橘延治 簡美枝子 新津光洋 大久保恵美子
村田治 杉本みどり 猪平真理 久保田たま 小室久子 蔵田陽子 千葉道子 柏原裕子 杉本洋子 高塚祥子 波田野幸子 小林きみ子 岡田博子
澁谷峰子 松村さち子 小倉ますみ 岡和田齊 鏑木耕二 北村孝司 三宅美知子 杉山博之 佐竹百合子 遠藤達郎 寺門隆弘 中下文雄 平野あつ子
相田康幸 桑山三恵子 矢吹芙美子 竹部節男 玉城肇 為藤隆憲 丹羽正美 熊倉ひろみ 神庭弘子 市瀬茂子 村野嘉寿子 若崎邦義 渡辺洋子
高校 19 羽柴美恵子 岩崎なおみ 澤田俊子 松岡明子 島田時子 岩佐あや子 鈴木憲子 榎本恵子 橋本みはる 植松正子 茨田陽子 藤原孝子
赤井文子 小澤敏子 浅田みどり 池本日出美 星名久子 東山文代 長瀬栄子 今野久子 坂上久美子 坂本和恵 小林初枝 鈴木文子 女池惠子
齊藤久恵 伊東真理 高畑真理子 清水あけみ 谷本妙子 田村明子 有田惠子 川嶋美知子 片山優子 森崎彰子 市川マサ江 竹中恵子 石津はるよ
石井美知子 今村真知子 岡田幸枝 京才好子 小林マチ子 石川真穂 青島美知子 藤田久子 小柴寿子 小町Niederberger 恵子 横森喜恵子 萩倉真理
柴田陽子 相川雅子 河田章子 竹内良子 吉岡洋子 室井直美 佐伯明子 野村清子 野萱啓子 阿部裕行 加藤大明 島田恭一 武藤邦治 相沢園子
宮武ふみよ 朝倉恵 上村陽子 石井啓子 井上純 北沢豪 釘貫俊治 新保修 佐藤照子 山﨑文子 尾崎京子 山村幸子 北川真美子 目代美知子
長田正子 西山協子 高瀬恵子 柚木由美子 岡本美代子 上村リリ子 渡部道子 片岡孝 棚田実 中島久行 橋本一夫 山村晴男 良田麗明 相原洋子
中川未知子 内海房子 小出みつ子 野本陽代 南部正子 白鳥俊子 多田啓子 鈴木いづみ 田上ひろみ 松原富子 根本あや子 市川秀雄 仲敏行
中島文隆 森秀郎 山中民夫 牛山通子 南林さえ子 岩熊眞起 田中美佐子 築城寛子 涌井洋子
高校 20 加藤節子 中西伸子 杉村静子 菊池敏子 平野明子 平田香世子 山中康子 沖田陽子 海和英子 大村貴子 今福涼子 白瀬美代子 滝本フサ重
山本啓子 吉川登志江 町田美栄子 津田洋子 佐藤みどり 板垣敬子 藤田廣子 武藤寿美江 片田江美保 菅原晴代 杉浦啓子 越山由美子 久保輝子
北尾陽子 露崎好子 高島真由美 原田陽子 森山裕子 清水順子 飯田美重子 三橋良子 光永照子 森口はるみ 岡山陽子 松本百合子 井上隆邦
鶴田賢治 吉田学 小宮真弓 山口路子 鈴木ひろ子 原光江 島妙子 古角博治 友井正俊 仁科博行 須藤幾代 山崎小波 橋村和美 山﨑恵美子
原田謹家 三橋利温 神谷恵子 小島ちづ子 福井正子 畠山富美子 鈴木泰子 平口邦世 金城康人 坪井良二 山崎秀恭 山田実 安達正枝
SAROOP明子 横堀和歌子 青木壽子
高校 21 市川知賀子 最上谷礼子 阪上淑子 篠原真理子 伊東早苗 沼沢悦子 大石紀子 鵜川典子 小熊坂孝子 安井和美 加藤雅代 今村澄江 菅静子
平原惠子 古橋啓子 鈴木由紀 持田りつ子 浜辺彰子 根岸ゆり 吉野良子 中川律子 田中恵里子 和久有代 丑山孝枝 助野由美子 嶋田久美子
露木訓子 西田順江 佐藤恵子 小谷田泰子 藤原紀子 村田和代 瀧渕和子 須貝道子 石井隆行 笠木誠 佐藤貴実雄 園部春樹 中村豊 丸山基雄
矢萩裕子 石倉悦子 金子知枝 田中洋子 渡辺千恵子 河岸博子 末松久美子 藤井恵子 関口恵子 丸山初恵 石井直 鈴田秀明 田中徹 宮岡利明
吉永恵一 逢坂恵理子 鈴木悦子 根本冬木 符美和子 田尻みどり 阿武秀郎 植松良介 内山富士雄 倉上勉 島倉裕 翠尾直樹 滝沢誠 友野直全
山田孝一郎 雄鹿由美子 此枝洋子 古賀啓子 塩澤紀子 川本美保 大関公子 沖見帝子 平井慶子 小山啓子 鈴木礼子 海老根則子 有田正義
大熊誠太郎 田中詳二 永瀬太三男 山崎純一 佐々木治恵 本間美知枝 山下まち子 森本満知子
高校 22 大内文子 川口京子 大庭由子 後藤眞知子 長谷川久子 西村素枝美 家守延代 福原晴子 佐藤美代子 田中道子 谷澤京子 木村紀美恵
小林節子 大村友美 原田あけみ 足立昌子 戸村節子 出合真知子 佐藤敦子 柳澤孝子 太田洋子 岩崎たまみ 山田純子 長島恵美子 千葉陽子
平林美奈子 高橋和佳子 宮前てる代 長久保幹子 上田伸夫 成田一正 野崎雅裕 古木雅夫 宮本聡 山田三郎 吉田茂樹 宮本美子 中村規子
小松悦子 月岡啓子 赤熊夏子 赤染文隆 長谷川義則 林昭男 引地肇 益田耕二 小野田和子 片岡尚美 上村美樹子 鈴木美智子 市場文子
三井なつみ 小川省三 尾形裕也 島田將 田中英男 寺田春彦 野村彰 三輪田真 吉原伊知郎 米重晶子 青木英子 田中美知子 宇田川仁礼子
山田明子 深津英親 久内幸二郎 道明昇 朝比奈洋子 籾山久美子 毛利美春 伊藤玲子
高校 23 内田真理 加藤八重子 柴原圭子 加藤元子 宮木丸美 片瀬映子 村田晴代 引地富美子 黒瀬まり子 北川耀子 榊原真喜子 森美智子
高尾隆子 田中啓子 上村幸一郎 藤田博之 小野清子 荒木進 今井靖容 高橋辰夫 野口研二 澤木喜美子 妹尾洋子 白山聖子 佐藤まさ子
平松佳代子 田中公美子 小林博 滝沢徹 平山廣二 井上一規 小川喜紀 藤原孝臣 森政廣 矢場荘一郎 小谷知子 藤浪由利子 井上敬子
高校 24 湯口千恵子 太藤由美子 宮本直美 竹内明美 本間弘子 田口貴子 高木こずえ 千葉伸子 大橋啓子 三尾悦子 宿澤洋子 柴田恵
内堀りえ子 諸岡洋子 生澤千裕 林悦子 佐原まち子 村木真知子 小池弘子 江川美知子 高橋美津枝 深沢高子 榎戸洋子 平野真理子 山下栄恵
眞野槇子 柳雅子 和田敦子 黒沢聡子 天河雅治 新井修二 石黒祥隆 小泉泰徳 百瀬英香 宮本富美子 大野道世 金子満里子 北川こずえ
大山美穂 入江淑江 石田純子 青山文久 木村香住 田崎良 高木教之 飛田信人 亘強 岩井恵子 平岩千鶴子 後藤由美子 功刀精子 本多千恵子
竹内圭子 相賀美根子 和田房子 草間ゆき江 和氣良江 西本千寿子 加瀬正行 斎藤恭一 中島広史 守屋洋 八木澤利浩 矢吹紀人 渡辺淳雄
内村静子 安達佐和子 細川いづみ 伊川眞理 堤眞知子 西上原節子 山田素子 小池吉郎 斎藤俊夫 斎藤秀人 佐藤一博 仙波義彦 中野一三
中村克己 柳下芳樹 赤澤文代 梶原紀子 山内祐子 大橋淳子 増田美由紀 吉村美智子 穎川一信 小澤由紀夫 久保宏志 五味淵忠 野上明
広瀬美治 三間繁夫 阿部眞弓 田内雅子 猪熊けい子 富澤恵美子 青柳陽子 遠藤裕子 望月泰子
高校 25 山口早苗 河野典子 内田雅美 原田理恵 平井きよ美 篠原美加 瀬戸たい子 市川三恵子 新実由美子 榊ひろみ 阿部文子 山本恵子 旭茂
内野実 日下裕章 高橋誠一郎 添島節子 浅見雅代 針田節子 谷口豊子 服部祥子 石谷エリ子 葛西重敏 勝田正敏 寺田裕明 松本裕子
都築富美子 首藤由紀子 岩瀬寧子 髙橋みどり 荒井路子 両岡真理 遠藤清 國島信彦 佐々木正夫 福谷融 星川孝宜 山門靖夫 渡邊隆之
阿部貴美子 相田恵子 横田まゆみ 中山初江 藤井昭子 武川道子 市川英輝 影井良貴 柴崎修男 津島敦 中村滋 谷津浩史 横井純夫 横田秀生
吉田敬一 平野紀美子 中村孝子 中村ちなみ 白川幸子 入佐豊 尾澤一重 今野正紀 佐藤宏 田中義敏 長谷川隆 望月寛 渡邊正規 中村幸恵
谷口晶子 北島恵子 奥山晴美 山下純子 小幡哲夫 小杉実 斎藤純 鈴木祥一 内藤宗夫 山口裕司 山崎敦彦 和田薫 村田潤子 西田みちよ
張替京子 星野美紀子 堀尚子 石川まり子
高校 26 川島陽子 秋田成子 荒井章子 大野みどり 大橋ゆかり 佐藤ひとみ 鈴木佳子 鈴木千春 髙山眞理子 三宅川香澄 遠藤素子 小張裕子
橋本智子 中島規子 仲野小絵 島田美佐子 小泉恭子 上田陽子 田澤恵子 加藤彰 桜井政勝 鈴木達也 宮川健郎 大川恵子 大谷季子 大根田悦子
廣川智子 川崎圭子 大杉光子 笠松桂子 伊藤由美子 岩永和子 中條滋子 湯川洋子 坂本明日香 市川玲子 村田保子 岩本旭児 加藤豊 笹沼喜美男
田辺治 前澤弘之 佐々美喜子 伊野一美 瀧上あかね 清水昌子 真野文子 中田潤子 相磯哲夫 伊佐勉 板倉信夫 入倉俊昭 大路信雄 杉本賢司
松本琢司 御子柴大介 水島康之 安田明徳 河野洋子 増田悦子 渡辺朝子 峯岸牧子 小山智恵子 初谷涼子 竜野雅子 青木眞理 片瀬弘子 秋山美治
上田昌則 中嶋光洋 藤田俊一 森田昌宏 川口真澄 木村敦子 生田洋子 斎藤一子 小松恵美子 宮島晴美 板垣昭代 入来信行 小林数洋 福島一之
安岡敬二 松原昌枝 岩崎えり子 久下小百合 田角恭子 伊藤弘美 浦本雄次 黒沢秀隆 富沢憲次 野々村隆 藤森伸一 舛方敦史 山口光男 横溝良一
多田隈千代子 小林順子 榊原昌子 宮崎肇子
高校 27 浅見茂幸 川上真一 重田敦史 丸田毅 駒野素乃子 佐倉由利子 友金靖子 中山由美子 白柳澄子 山田美樹 平島順子 作山弘子 田邊和子
落合啓一 山本一郎 鬼塚秀子 田中敦子 宗村由美子 為田美代子 鶴田美智子 金子康子 堀野麻弥子 矢嶋雅代 横溝厚子 高橋善彦 大橋美恵子
酒井淳子 保科有美江 小池弘美 青木襟子 上垣由美子 橋本敦子 中里尚子 小倉隆志 亀田雅俊 川崎治 木島昇一郎 佐藤幸博 田中利一 中本明
間根山好一 松沢克也 依田茂 井上里佳 石井妙子 田中佳子 鈴木晶子 田村妃佐子 丸山あや子 湯沢（Ress）千砂子 木島晃子 石川勉 片野俊男
木田茂 久保川幹夫 田部井順路 橋本泰彦 井上律子 重永真理子 我妻健一 小嶋経夫 桜井考二 杉田和彦 椿原健一 福地孝志 三ヶ野原敏郎
三樹忍 矢嶋幸浩 保川愛一郎 丹伸子 山本純子 森岡直子 大熊俊彦 小林泰夫 斎藤叶 鈴木和喜 田口修 竹内進 堀内康 前田清史 松浦知和
宮川総一郎 田口ルリ子 仲真紀子 小木洋子 依田菜穂子 澤晶子 肥田圭子 廣中展代
高校 28 木暮香苗 古澤三枝 松田保子 小宮薫 山田美智子 関山悦子 駒込典子 関邦子 遠山順子 三浦一幸 横銭孝悦 大熊裕子 高野由美子
鍋島真理子 市川茂美 佐藤なをみ 木村佳代子 小方康彦 間馬淑恵 北見美由貴 平松恵美子 中村啓子 森まさみ 野尻婦美子 引間幸子 木下克美
沢田光弘 水口通夫 荒川みどり 三谷弘美 内藤真穂 弘田径子 小林均 山口一郎 金泉玲子 大場淑江 菊池弘美 上田みつ子 井合洋 須賀英典
千葉一裕 古川雄一 橋浦友子 神谷恵子 今井桂子 橋本洋子 大瀧保子 遠藤素夫 大野幸正 大川儀郎 小澤俊朗 國司行相 小林康郎 谷水聡
坪井明男 仲尾武司 林俊彦 日野剛 安田裕昭 吉澤励 和田均
高校 29 甲斐裕子 竹腰優子 瀬戸口彩 中村直子 浅井資子 泉谷多希子 中田清美 川村道子 岡部愛子 奥寺真由美 林美穂 宮嶋由美子 沖松明美
斎藤治 野田昌弘 平山孔嗣 村山史樹 大場幸子 菅野邦枝 寺本美智子 下田理子 渡辺ふじ子 澤口聡子 綿貫啓子 五十嵐清 佐藤裕彦 高橋稔幸
山下兼保 上原由紀 松田幸子 福垣明子 三上恵理 岩城容子 永橋祐子 相田雄一 井上肇 岩田辰也 大和田岳彦 小杉義信 平山精一郎 吉永たかし
川東真弓 井坂久美子 松本直子 北本佳子 榊原圭子 高橋久美子 杉浦智美 石田浩 北本治 清水孝一 米田泰彦 加勢川佐記子 櫻井里美 菅野順子
笹岡玲子 石村京子 鏡信春 唐津英郎 塙篤雄 松江一彦 水野恵介 三宅淳巳 猪瀬直子 川鍋透 林賢一 光永亮 山﨑康一 吉原睦 清水博子
江川明子 川田秀子 名塚恵美子 大貫洋子 飯沼千恵 佐藤かおり 宗像芳美
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高校 30 定由有紀子 豊嶋優子 岩渕かずみ 三谷恵子 宇佐見耕一 武谷典昭 武田一寿 伴英明 宮原美香 勝浦美佳 羽場千夏 小﨑惠子 青山真司
岸亮一 関均 池田あけみ 染井元子 若月ゆかり 岩田育子 北島ゆり子 平松良江 菅野秀典 小宮山久司 島田篤 中川めぐみ 佐藤美幸 木村知子
岩瀬昌子 竹内香代子 河合賢子 江口せつ子 吉泉結香 名田真理子 茂住実佳子 糸永研二 江龍晃 大井洋 小杉厚司 斉藤亨 竹田孝典 東谷満
西村裕 針ヶ谷光正 平山方俊 湯田満 飯三枝子 村山晶子 岩楯新司 川内啓也 坂井昌人 柴田望 福井正弘 三村靖 安田勝彦 山田克己
関口佐代子 庭田二三子
高校31 安藤理恵 神矢志乃 山田礼子 落合恵美 渡邉万里子 竹内陽子 越前谷敦子 甲斐公子 岡昌子 髙木保彦 中俣祥史 鍋谷孝 古川賢治
戸口由貴子 齋藤晴美 斉藤由美子 椎名純 椎美恵 塩田元子 吉浦千佳子 高橋澄絵 船水淳子 内山耕一 河本計三 内藤健司 原章雄 森博司
鎌田英津子 稲山由美 栗島久美子 亀井寿美子 市川一 伊部由昭 木全康之 松田豪人 遠藤由美 笠原眞理 飯沼比呂美 広岡京子 渡辺佐知子
木下光代 杉本恵美子 阿波田のぞみ 五十部憲志 金田聡 鹿庭政人 近藤幹也 佐藤正見 中林秀夫 鈴木佐智子 石井聡 工藤泰寛 鈴木一好
無田純生 守安賢高 山口一良
高校32 井波尚子 杉山雅子 樋口ゆり子 川上順子 衣笠雅子 品川満寿美 塩野好乃 鈴木明美 奥山たかみ 鈴木真理子 内野富士子 酒寄るみ子
佐藤秀利 鈴木邦夫 長島基 渡辺裕之 平井由佳 大久保由美子 高橋喜代子 鈴木小珠枝 高山和則 出口一裕 渋谷千春 石川智子 井滝菊江
小幡則子 菊井徹 菅原裕治 廣瀬さとし 小島敬子 小川幸子 鈴木明 中村健児 伊地知ひろみ 諸澄敦子 岡田潤子 石橋健一 大池隆 藤田圭祐
土屋紅緒 米山伸子 高橋圭子 中島裕美子 鹿島勉 桔梗宏孝 里川哲夫 玉元弘次 三石久実 山田俊夫 渡辺剛 蓮沼智子 波多野園恵 内舘真弓
樋渡美香 赤須東樹 小室博 小柳伸太郎 鹿間直人 神保秀人 中田政博
高校33 山本美子 濱原成子 清水石道子 加勢理夏 井上一絵 百瀬良彦 宮本敦子 齊藤祥子 宮島千恵 石川麻理 今井章貴 木田隆士 島川浩一
中島健 若瀬英司 山本洋子 江川由美子 福井真由美 河野浩美 内藤基弘 田口賢二 松崎泰伸 廣瀬英子 小林礼子 石井一郎 立野栄司
土田英明 三ヶ尻正 小山京子 石川容子 春日由香 遠山彰 沼沢朋子 池田昌子 中島麻里 土橋なつ子 佐竹直哉 三村邦年 宮島敦史
吉田滋樹 亀井麻里 塚田美帆 久代真砂子 加藤はるみ 富田さゆり 春木京子 赤真圭子 大和理香 平原弘美 石黒朋代 石川明寛 新保英男
鈴木覚 諏訪直人 竹川勝治 道下秀樹
高校34 小林由紀子 鈴木和恵 中田さとみ 吉泉晴康 山本聖美 高橋美紀 岩田君子 小嶋由美子 河盛治衛 田渕敏彦 堤清一郎 平山卓 平山久人
小山智美 田中明 田中淳 野澤龍一 廣末哲也 堀一郎 佐藤円香 柚木裕子 阪本雅子 服部きり子 野澤陽子 北薗典子 中西博之 村上功 久保谷りえ
篠山真理子 鈴木邦春 中村克巳 平田恭之 野田みどり 木下誠一 篠川徹太郎 鈴木紅 関伸昭 長柄健
高校35 長谷川千恵 橘光子 新島明子 佐藤直子 熊川惠子 池内理亜 川畑淳子 飛澤直美 桜井弘子 渡邉恵子 大図昌光 岡井桂太 川島啓二
木崎道昭 車伸一郎 小久保重孝 佐野浩市 玉生肇 山本誉子 片保紀子 松村朋子 一色秀司 中安昭夫 吉澤辰弥 黒崎智恵 菊地晴美 作山ひとみ
佐藤麻子 杉村晃江 岡本厚子 下章子 中込早英里 小池真一 山内佳恵 井口直子 村井英子 中山裕子 志摩千恵 志田麻由美 永嶋瑞恵 大森正成
神長健二 品澤隆 中沢正之 三宅二朗 斉藤禄美 本多真美 新増和代 松田千春 渡邉由香里 西澤真理子 小坂井聖美 高橋明子 吉川典子 米倉広
堀江美和子 高良綾子 平澤規子 小池憲浩 中山宏志 新美哲永 萩原敦 松本直也
高校36 大硲善一郎 小林正孝 三輪英明 赤津登美子 小野博子 玉真薫 高浜太 齊藤裕子 佐々木典子 村上牧 小澤寧 荒木久美 市川智枝
神山真理 塩澤倫子 大和田洋史 高畑敦 茂木茂子 片山恵美子 川原由美 高橋美奈 長嶋洋子 井上直哉 小宮圭一 松本賢士 原村倫子 國米典子
上野秀明 笠原靖 蟹澤宏剛 高橋伸直 加藤美香 有井孝子 大森聡一 小澤修太郎 片山康二朗 宮内多眞枝 鈴木理加 目黒淳子
高校37 角田直子 辻本雅司 瀬川比呂子 酒井美江子 吉田裕子 高嶋みゆき 永井桃子 久保田信生 土屋信 星野弘美 花房麗子 斉藤緑 三輪ひろ美
渡邊恵子 阿部義孝 小林健一 三ヶ尻典子 園江淳 吉沢正彦 吉田英生 石倉由美子 藤原啓子 松村智佳子 村山貴栄 岩瀬和久 小幡浩史 斉藤徹
中沢拓弥 流龍成 山本巌 櫻井恵子 藤田みどり 鈴木麻理恵 後村弘樹 猪野健一 中野秀治
高校38 久保井新太郎 齋藤雄一郎 麻生理砂 谷嶋直子 工藤美代子 齋藤みゆき 村上正洋 榛沢永和 立川千香子 小野知佐子 野口瑞 堂薗桂子
三浦うしほ 三浦智恵子 大山晴子 小池紀子 松﨑ゆり子 籔谷和子 帆足有紀 吉田由希子 小山高司 石塚恵子 水橋理子 菅波啓 森泰生 高橋敦子
小玉洋子 比嘉道子 小林純子 中西和代 前田夏子 村田孝幸 勝俣育子 中川美奈江 加藤大 神山靖 里見嘉重 矢澤嘉治 塚本真理 朝倉左知子
柳原いずみ 中澤園子 赤澤亨 阿部健司 岡村有條 荻原康政 菅野元行 村松俊介 富岡徹子 松原幹子 前島景子
高校39 丹保定子 磯喜世 磯野晴美 林方恵 高梨通子 金子滋子 菅田万紀子 大平れい子 中山礼子 朝倉啓全 笹谷毅 田中利治 鳥越茂弘
堀江誠一郎 山下麻里子 依田美紀 小熊康弘 菅明功 佐藤聡一 馬場洋一 原敬之 吉村水明 浦城由美 瀧澤直美 荒川恵美子 古田まゆみ 飯塚康剛
那須俊之 福谷奈穂子 齊藤裕子 友野ゆき子 松本容代 高橋恭子 塚本久美子 菅井満 武田昭 村松資子 塩田悦子 那須美穂 小林千佳子 茨木康之
平山慎一 助川篤彦 山科義行 吉永純子 原美奈 谷貝誠 富田栄子 大和田直子
高校40 木口英里 中島美香 黒田恵美 吉田薫 桜井義徳 小針淳 須藤純子 利根川実佳 田中輝子 神郡敬 福田伸吾 柳邦明 石井桂子 籾山理津子
安田圭子 菅波久美子 錦織淳 秋田純子 平田千栄子 村上耕平 高瀬睦弘 南里武彦 森田洋介 吉田俊秀 伊藤麻美 青木万里子 美齋津裕子 森島和博
高校41 石澤直子 岡美子 藤塚千佳子 安田弥生 勝田知子 髙岡千恵 関隆宏 大塚美穂 西田美穂子 林美佳 池田玲子 山元三知子 粕谷清悟
宮本史子 鴻野彰子 石山智樹 鎌田篤 澁谷知海 清水行男 高野直人 松原政敏 村松純
高校42 中村史子 阪上瑞生 田中道朗 下平さおり 丸山恵美 仁尾光宏 渡辺喜世 山下克也 金沢綾子 児玉章子 森川敦子 細田良明 浅川裕子
水谷美奈子 諏訪貴子 武田明子 高野宣之 藤井英一 丸田貴幸 山本崇行 平石幸枝 佐野文子 萩原信子 藤巻ひろみ
高校43 小久保良子 小澤裕之 井上伊都子 鈴木美智枝 神野このみ 堂満克彦 菊池まり 田中縁 本間吉未 鈴木龍哉 岡田円香 佐藤美菜子
金井裕美子 塩崎裕亮 南口雄一 佐原一也 根本功一 竹林佐知子
高校44 井出真帆子 松原純子 佐藤仁志 塩崎雅美 丸山愼 吉原周 立石亜佐美 高橋大輔 渡辺裕一 高梨実 小松眞美 筒浦裕司 松石宜朗 橋本さおり
大塚重夫 春日井雄 千野裕司 山田耕嗣 植松靖子 佐藤庸子 佐々木陽子 古沢あゆ 上田恵子 村田寧子 平瀬美奈子 宮島裕俊 森宮厚
高校45 外ノ池祐太 浅野まり子 牛山春美 藤田美希 小野彩香 山本真理 坂部闘志也 正延舞 渡辺広美 太田佳子 笹本敬 河野佳代 猪股智子
河村真和 立花大輔 佐藤麻美 田中恵美 伊藤しのぶ 登裕子 猪股政彦 宇野忍 牛ノ浜武志 小泉恵
高校46 小池千晶 志田雄啓 原有希 田中基博 大門香織 長坂知則 城之尾麻衣子 増田晃一郎 篠原雄太 竹内清和 神應百重 堀江真由美
浅野久敏 都祭俊一郎 前田純一郎 高宮正裕
高校47 生駒友一 宮沢真由美 梅本昌枝 鈴木俊 鈴木亜希子 野村良子 町田結香 田口朝子 山本達朗 市村健 鵜澤洋輔
高校48 秋元茂 大場健治 小泉民未嗣 本多宏史 牛ノ濱歩 髙山景子 山口知子 高瀬晃 大場真咲 青柳洋平 江崎綾 波多江伸夫 山中慎二
菊田みどり 岡崎さゆり
高校49 中川亮 船山雅矢 佐藤寛 岡野めぐみ 倉林泰士郎 栁田智子 小野貴子 安間尚子 本郷大雄
高校50 青柳英晴 小野大樹 中村拓人 桂幸子 加藤慶 加藤麻衣子
高校51 八束恵 金髙恵美 上村美歩 藤井雄
高校52 石井真佐隆 吉岡まり絵 石塚牧子 下田いづみ 後藤優里子 松本侑子 佐藤和美 市川善浩 伊藤太一 今角哲也
高校53 邑中哲幸 山野井玲 渡邊早織 大柿俊輔 ヨンズィ瑞穂 蔭山太朗 近嘉之 今野絵理 齊藤佑季 齊藤あかね 吉田悠子 山下和隼
高校54 笠原圭介 篠原達雄 新庄朋子 池添駿 佐藤悠自 安藤智和 真田幸次 田口絵美子 出口聡太
高校55 金谷洋子 浜野彩花 渡辺篤史
高校56 山元祐美 谷口太朗 渡辺暁子 土屋喬 伊瀬綾子
高校57 石井悠加 林美帆 佐山裕一 諦乗陽子 米田千尋 植木翔太郎 篠崎優香 北大介 松井渓子
高校58 女ヶ澤知恵 白谷浩次郎 千徳美智代 安岡黄菜子 吉嵜文保 安藤己奈 横山あさひ
高校59 岩男麻由 小原香織 広井淳人 赤祖父裕太 武井正武 西村友未香 西村咲耶 広原透
高校60 松本和晃 甲野里枝 大澤奈保子 國定拓実 齊藤秀幸 小西有季 梅澤友紀 流正太朗 河合遊馬
高校61 廣原達 鬼頭和美 田中愛弓
高校62 加藤厚樹 相川浩貴 櫻井綾太郎 小杉純 高森匠 平原聖也 前田滝作
高校63 和田知紘 清水美郷 甲斐友規
高校64 田中港 塩屋梨華 山﨑琳
高校65 水野茜 大塚敦史 片岡涼乃 大石裕美 猪股冬花 中村彰良
高校66 小野田傳治郎 倉林諒 佐藤桃子 村岡宗之 市岡裕資 上地将太 八條貴誉 伊藤将碩 根城啓道 遠藤なつみ
高校67 鈴木秀弥 依田将志 重丸茉優 小橋威允 髙橋健一 淺原茜 糸賀貴優 前田千裕 赤木勝紀
高校68 稲田智美 山本玲奈 羅乾明 氏家茜音 木崎大智 武田伊久美
高校69 柴﨑史弥 柴田恵理 徳竹沙知子 内藤拓利 堀井諒 大友健一 前田将志 宮下瑞輝 横山葉菜
高校70 上倉美衣奈 櫻井愛子 山本真由 阪巻丈汰 中山信之介 野田太朗 堀江純平 宮永直明 恒成優樹
高校71 五十嵐慧祐 小室美妃奈 宮本はな 尾本和隆 近藤晃一
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