
神明中学校同窓会代議員名簿(敬称略) 2019.09.05

期 氏　  名 備考 期 氏　  名 備考 期 氏　  名 備考 期 氏　  名 備考

2 秋元 美奈子 55 吉田 駿太 68 松田 芽依 B組 7 布施　信昌

2 猪股 英明 常任委員 55 町田 達也 68 牧島 大登 C組 15 船津　芳夫

4 小松 一郎 55 帯金 將志 68 鈴木 美華 C組 15 桑木　敏

5 小西 康男 常任委員 56 相川 沙季 69 半田 隼士 A組 17 矢野マサヒロ

5 辻井　　剛　 56 石倉 美幸 69 先﨑 凜 A組 26 高木 道雄

5 山崎 勝久 57 衣川 高弘 69 堀 舜太郎 B組 35 古川　枝美

8 石黒 敬章 57 嶋田 沙紀 69 堀田 南 B組 38 小佐治香絵

9 佐藤 欽也 57 田中 博之 69 山本 時生 C組 49 白井 雅也

10 倉片　允 57 松村 小悠夏 69 津嶋 千早 C組 50 是永　佑輝

10 小林 厚一 58 西郷 真理 70 藤川 圭介 A組 50 荒田　香織

11 成瀬 宣孝 会計監事 59 柄澤  しおり 70 濵野 月子 A組 50 遠藤　拓人

12 池田 俊彦 常任委員 60 石井 陽 70 原 拓真 B組 50 井川　宗一郎

12 八木 隆一 60 小海　祈 70 菊池 万由子 B組 51 片桐　祐輔

12 小池 美津子 60 牛木 ひかり 70 齋藤 尚生 C組 51 太田　茜 旧姓岸田

13 松崎 正浩 60 中西　亮介 70 藤本 結衣 C組 51 福崎 愛子 旧姓 椿

13 関口 永子 60 新海　彩香 以上　133名　 52 熊谷　陽

14 長張 健二 会長 61 甚野 健太 52 大谷由美子

14 前田 和子 副会長 61 樋口　翔 52 長田　昌史

14 三浦 敦子 61 川島 聡美 53 服部　聡司

15 宮林 貴美子 常任委員 61 環貫 碧樹 53 吉原　望美

16 矢島 典明 副会長 62 松田　彬 53 井口 智恵

16 若原 真理子 常任委員 62 小山 朋哉 53 山岡　　悠

17 田辺 佳子 常任委員 62 伊部 綾華 54 江成 温子

17 三浦　裕史 62 篠原 航平 54 山口　綾子

17 原田 陽介 62 木下 菜奈子 54 竹村　陽太

18 中川　啓 常任委員 63 小澤 祐仁 55 山岡　　梓

18 小林 俊一 会計監事 63 山本 奈津子 55 松田あさひ

18 三国 史雄 会計 63 松浦 由季 55 吉田 れい奈

18 森田 孝昭 63 小野 寛明 56 辻井　泰一

19 宮坂 勇一郎 63 横田 菜子 58 飯澤　克予志

21 福住 光記 64 猿田 高久 58 森田　光太郎

21 吉葉 明美 常任委員 64 丸山 千夏 58 佐藤　恵美

22 田所　覚 64 池田 夏野 59 辻井　智之

23 島　　信一 常任委員 64 斉藤 拓海 59 坂部　愛希

23 林　伸樹 64 松井 ゆう 59 藤井　隆直

24 安藤 恵子 旧姓大庭 65 田島 七斗 61 田坂　麻紗佳

24 平　和明 65 鈴木 麻奈美 61 吉田 実里

28 秋山 彰 65 黒田 太一 62 杉生 将之

30 荻原 浩子 65 有坂 はな 63 西山 大士

32 北村 紀史 65 肥田　一晃 64 西山 靖将

32 境田 二也 65 渡部 菜々子 65 網代 いずみ

33 佐藤 広之 副会長 66 横田 光宏 65 高橋 幸之助

44 長張雄二郎 66 野中 彩莉 66 藤原 燎平

46 石毛 利恵子 66 本橋 真由 以上43名住所不明

49 高階　昌信 66 松井 亮太郎 *住所不明者の連絡先等を

49 酒井 千恵 旧姓守田 66 萩原 真穂 ご存知の方はご一報ください。

49 小張 昌紀 66 松山 新太

49 亀谷 亜由 66 時田 真子

49 斉田 由花子 旧姓井澤 67 福山 滉 A組

50 市ノ瀬 奈穂美 67 上田 裕未 A組

50 吉岡 あゆみ 67 原 賢人 B組

51 遠藤　峻 67 宇田川 真優 B組

51 中西 恵麻 旧姓 前田 67 上田 優士 C組

51 水野 大輝 67 浅見 由萌 C組、旧姓 山崎

52 田中 百合子 旧姓井澤 67 都築 頼太 D組

52 須田 敦子 67 福岡 千晶 D組

53 鈴木 拓也 68 清野 佑馬 A組

53 許　留衣 68 倉内 花凜 A組

54 新井 雄大 68 樋口 雄太 B組

*25、27、29、31、34～43、45、47～48期の代議員氏名は不明です。情報がありましたらご一報ください。

*上記の期に限らず代議員就任に関心がある方はinfo@shinmei.orgに連絡をお願いいたします。


