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  2022年７月９日(土)  於： 京王プラザホテル

第62回  甲府中学・甲府一高東京同窓会

出　席　者　名　簿



卒業年度 人数
昭和20 小宮山 優 田中 尚夫 2
昭和27 安藤 敏行 奥村 秀雄 恩田 宗 河西 昭彦 加藤 榮三

金丸 幹夫 藤川 賢 山口 武 山下 総一郎 9
昭和28 雨宮 靖邦 有野 二夫 一瀬 泰輔 齋藤 豊 内藤 明

奈須野 明 6
昭和29 小泉 敦夫 1
昭和30 神宮司 房義 1
昭和31 青柳 守彦 芦澤 修二 井上 幸彦 岩本 福喜 岡島 泰三

剣持 甲斐太郎 小池 松壽 小林 弘 平賀 一郎 9
昭和32 入戸野 清彦 小澤 綾子 酒田 晴美 田中 博久 千野 直一

花輪 愛彦 深澤 桂子 牟田 智子 山下 悦子 若尾 和子 10
昭和33 飯田 冨美子 1
昭和34 小河原 正巳 奥山 利雄 小森 始 橘 清光 田中 邦司

土屋 初海 中村 禮子 南 真紀子 村野 久子 米山 てるみ 10
昭和35 一瀬 謙輔 小笠原 紘子 古明地 昭雄 坂本 正彦 篠原 丞

清水 和子 志村 昌也 保坂 晃 松田 好雄 9
昭和36 鎌田 徳彦 阪本 和也 佐久間 宏 末木 隆夫 谷口 百合子

田村 久夫 塚越 洋 堀内 勝 松井 久宜 丸茂 博史
八代 浩藏 雪江 武雄 12

昭和37 石綿 成行 今福 邦彦 佐藤 忠男 廣池 哲夫 4
昭和38 一瀬 明 上矢 洋久 大村 紘一郎 加々美 好明 鈴木 紀子

松澤 伴行 矢島 篤 山田 磯子 山田 常夫 渡辺 房男 10
昭和39 飯島 善一郎 齋藤 美都子 2
昭和40 宇野 由美子 斎藤 勝人 丹沢 富雄 原 護 三井 元博

安間 春子 若木 敏彦 7
昭和41 梶 圭子 手塚 彰夫 深澤 克 山本 秀彦 4
昭和42 飯島 徹 石川 國雄 宇野 文子 笠井 高芳 加藤 とよ子

辻 敏子 八田 政恭 横澤 良次 8
昭和43 池田 秀雄 佐藤 幸男 竹中 みゆき 永井 博 古屋 史夫

三高 千恵子 森島 誠 諸角 英良 8
昭和44 川島 芳子 清水 昭 杉本 恭子 田伏 純子 塚本 重美

中嶋 直樹 中村 芳文 野田 進 芳賀 直行 萩原 能成
藤江 賢治 堀口 修 峯川 文江 山田 和美 14

昭和45 飯島 登美夫 小口 弘毅 設楽 久敬 山下 昌彦 4
昭和46 有原 正彦 篠原 尚之 中嶋 文夫 西野 公子 野呂瀬 秀樹

細田 浩 松木 喜美子 宮下 次廣 山下 惠子 9
昭和47 玄間 稔 渡辺 正文 2
昭和48 篠原 妙子 三神 厚 林野 妙子 八田 政仁 4
昭和49 清水 喜彦 竹内 浩二 保坂 明彦 3
昭和50 海老原 綾子 笠井 富貴夫 軽石 泰孝 北村 聡一郎 田中 與志子

三神 智美 望月 達史 物江 芳明 横瀬 一寿 9
昭和51 海沼 弘忠 高橋 久 武藤 公明 望月 裕子 4
昭和52 飯野 正仁 伊藤 由佳美 大江 由美子 笠井 久 佐藤 守

出席者氏名

出席者 学年別 50音順



島田 敏男 山崎 淳一 7

卒業年度 人数
昭和53 飯窪 光隆 小川 朗 勝村 良一 小林 明人 佐野 敬司

樋口 雄一 6
昭和54 黒倉 清 清水 雅文 朱宮 明美 竹内 裕 竹原 健二 5
昭和55 長田 匡司 勝村 久司 2
昭和56 小田切 仁 末木 博 鷹野 由香 保坂 透 4
昭和57 石井 孝明 上田 俊彦 太田 清士 小泉 一昌 酒井 信

杉山 誠 西山 宏 7
昭和58 赤池 修 赤池 正男 安達 実名美 跡部 亨 雨宮 裕樹

井上 文人 宇津木 吉美 大芝 由紀子 大橋 いづみ 小野 健
加賀美 聖一 金丸 隆夫 北 美竹代 河野 玲子 小林 隆広
駒形 かおる 佐藤 公彦 佐野 眞弓 塩沢 知子 志賀 由美
清水 成美 清水 昌行 清水 由美 新谷 隆之 須賀 妙
手塚 元 土橋 八恵 土橋 理恵子 内藤 さゆり 内藤 幹夫
中込 利江 長田 孝子 中山 浩文 萩原 まゆみ 濱 悦子
春山 操 深澤 宏樹 深澤 満 福田 薫 福田 千絵
藤原 千津子 保坂 邦子 前田 朝美 三浦 博美 三澤 日出巳
三井 貴美也 三井 豊 簑和田 直子 矢野 佳作 山村 周三
山本 淳仁 若尾 一広 52

昭和59 青栁 広美 赤池 裕司 跡部 秀生 石川 優子 今福 勝
上野 貴章 大澤 敬造 小野 裕子 関口 頼子 田中 実和
中田 正久 長沼 秀昭 中山 真由美 西野 恵美 長谷川 勝仁
望月 高行 森川 茂樹 17

昭和60 鎌田 研 北村 賢治 斉藤 透 立川 健一 中村 哲 5
昭和61 饗場 紀仁 小田切 太郎 小田切 充 小林 玲夫 小林 信雄
昭和61 鈴木 浩文 中村 哲也 簗田 知子 米山 剛 9
昭和62 岡島 加代子 杉浦 昭太郎 竹田 忍 田中 理子 濱倉 千晶

松本 健一 水田 あかね 森澤 善人 8
昭和63 乙黒 洋 嶋田 幸子 2
平成3 小林 香里 1
平成4 渡辺 たま緒 1
平成5 石川 幸一 須田 博樹 中田 尚孝 馬場 聖和 八巻 友也 5
平成6 丸一 仙三 1
平成12 大芝 淳 菊地 平薫 髙添 富美夫 樋川 義樹 4
平成23 大久保 翔太 川口 恭平 2
平成25 庄司 彩夏 1
平成28 秋山 玲奈 杉山 岳 田中 拓斗 内藤 ひかり 祝 聖之

山田 ひかる 6
平成29 大芝 春歩 増坪 玖実 2
平成31 土屋 光世 藤森 佳乃 増坪 由和 3
令和2 竹田 芽依 1
令和4 石塚 祐多 大柴 健太郎 佐藤 文哉 清水 亜友加 廣瀬 健太 5
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卒業年次 物故者ご氏名

昭和21・22年 深沢　仁巳

昭和21・22年 加賀美　彰

昭和26年 芦澤　利彰

昭和27年 手島　正身

昭和27年 広瀬　日出男

昭和27年 横森　久

昭和27年 武井　秀雄

昭和34年 久保田　淳一

昭和34年 坂本　孝

昭和34年 竹田　登志丸

昭和34年 中澤　昇

昭和34年 長沼　宣夫

昭和37年 工藤　広

昭和38年 小田切　佳広

昭和38年 斎藤　四四光

昭和38年 長野（森川）　武子

昭和41年 深沢　一洋

昭和41年 長田　寿彦

昭和41年 萩原　三雄

昭和41年 井上　喜由

昭和42年 赤野　聡子

昭和43年 鈴木 　仁 

昭和43年 吉岡　正和

昭和43年 佐野　良枝

昭和44年 桑木　ちおり

昭和44年 塩沢　良雄

昭和48年 上野　すみ子

昭和48年 数野　淳子(旧姓  嶋田)

昭和48年 三井　紀男

昭和48年 桜林　優美子

昭和51年 角田　盛人

昭和52年 新津　裕史

昭和55年 穴水　芳光

2021年総会以降２０２２年６月２０日までに、ご連絡いただいた方を掲載いたしました。

物　故　者　氏　名

ここに謹んで哀悼の意を表します。



ご逝去の日

2022年3月30日

2021年12月25日

2021年12月18日

2021年1月26日

2021年1月

2021年1月

2021年9月6日

2021年7月

2022年1月

2022年2月

2022年

2022年

2022年1月25日

2022年1月7日

2022年1月23日

2022年3月7日

2021年9月

2021年12月12日

2022年2月19日

2022年4月22日

2022年3月16日

2022年1月12日

2021年7月26日

2021年8月20日

2021年8月26日

2021年8月29日

2021年9月頃

2021年11月3日

2022年5月17日

2022年5月15日

2022年3月3日

2021年10月1日

2022年5月3日

敬称は省略させていただきました。

2021年総会以降２０２２年６月２０日までに、ご連絡いただいた方を掲載いたしました。

物　故　者　氏　名

ここに謹んで哀悼の意を表します。


