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3年1組 3年2組 3年3組 3年4組 3年5組 3年6組 3年7組 3年8組 3年9組 3年10組
担任 日比野安平先生 担任 担任 担任 担任 担任 担任 担任 担任 大野国司 先生担任
金武　幸八　先生 杉山　勝美　先生 川田　一朗　先生 山田　喜三　先生 西尾　昭夫　先生 山本　昇　先生 勝野　勉　先生 竹内　卓　先生 谷開　石雄　先生 小野　正人　先生
有馬　　寛 青山　広史 青木　雅敏 青井　宏樹 浅井　栄一 朝居　康浩 青木　政浩 浅野　隆志 青木　信夫 塩谷　新次
石田　　治 浅野　達也 浅野　滋啓 太田　輝暁 稲葉　慎治 足立　敏弘 青山　和弘 足立　秀樹 浅野　丈夫 岡田仁司
井尻　幸成 天池　寿 浅野　博 小澤　武司 尾崎　和宏 荒川　紳示 梅田　昌義 有尾　啓 大坪　成美 小川　浩
伊藤　　晋 安藤　利則 飯沼　宣樹 加納　宏昭 尾関　求 安藤　朋裕 大野　英樹 安藤　崇司 大橋　亘 加藤　和男
岩田　真示 安藤　守秀 和泉　孝治 川島　哲也 神谷　穂高 石川　貴晴 沖　昌俊 市川　肇 山田（奥村）隆史 加藤浩司
上野　　晃 伊左治　博之 糸井川　利彦 香田　伸司 苅谷　孝弘 今村　英治 笠井　芳博 伊藤　博之 片桐　浩二 金森　卓
内藤(梅村）曜 石田　方哉 伊藤　孝 児島　和洋 川越　浩 岩崎　浩 加藤　郁也 井深　晴夫 栗本　正一 金子　浩幸
江村多加司 一色　教幸 岩田　仁 坂井田　豊 木野村　徹也 上田　浩 加藤　修 江口　洋一郎 古藤　克浩 木村　博英
遠藤　琢也 稲見　吉紀 宇佐美　健治 佐々木　稔 葛谷　勝巳 上松　等 加藤　祐八郎 大中　慎一 佐藤　毅 国井　常泰
大野　真義 岩田　隆浩 大栗　博司 左高　茂樹 後藤　昇 臼井　敏秋 川島　清弘 大橋　達也 島根　正寿 久保　晴也
大橋　芳郎 上田　哲也 奥村　義人 佐藤　秀明 佐藤　公英 梅田　真一郎 北川　達也 小澤　真人 清水　康宏 熊田　行治
小川　孝明 鵜飼　徹夫 小川　浩志 沢頭　和彦 瀬木　和彦 遠藤　義人 小嶋　珠実 片桐　隆史 杉山　茂 篠田　丈
加藤　裕之 江川　誠 葛西　康宏 長瀬（高橋）弘幸 戸部　哲也 尾関　浩司 坂井　紀雄 酒井　基晴 世戸口真人 高橋　英雄
加納　正博 可児　晴彦 片岡　明博 中西　謙司 部田　隆一郎 河島　等 高橋　浩司 杉山　勝浩 高木　伸一 玉田　幸一
亀山　　弘 加藤　隆幸 久米　俊行 長尾　康博 野々村　克宏 木村　幹人 高橋　誠 谷下　寛 竹中　一敏 鳥本　忠志
神谷　秀喜 若松(川合)茂伸 栗本　勲 成瀬　一郎 野原　全宏 小島　雅郎 中村　文郎 土屋　善久 田中　聖人 名和　洋一
小池　基司 北川　孝 栗本　太嗣 難波　恒久 橋田　幸晴 坂本　和也 日比野　仁 西松　昌司 辻　幹司 早川　嘉邦
小島　　敦 北島　康晴 小牧　範雄 藤田　実 林　隆之 櫻木　晃裕 平田　誠 服部　敬 土田　耕太郎 林　義宣
小島　弘之 倉石　立 篠田　俊彦 堀　逸郎 藤墳　稔 杉山　貴康 広江　一晃 林　道彦 遠山　亨 馬場　義重
沢木　勇吉 後藤　明弘 篠田　隆一 宮脇　敦史 堀　貴雄 須田　進 福井 信邦 平松　万人 西村　優浩 広田　勝成
杉山　直樹 佐久嶋　和生 田島　光明 山田　拓 牧野　裕幸 清田　卓宏 堀　英樹 藤井　孝司 長谷川　実 福井　達雄
鈴木　　隆 柴山　嘉宏 棚橋　秀樹 若井　健 松尾　国寿 戸上　信幸 岩田（三島）浩二 水谷　昌二 林　誠 藤田　勇
高谷　晴夫 末武　信宏 都築　敏彦 渡辺　智文 松葉　恒雄 早崎　和明 森　一九 武藤　裕一朗 原田　清志 村瀬　彰
塚原　隆司 説田　比登志 津谷　利洋 渡辺　嘉典 柳瀬　知之 深谷　稔 森岡　邦秦 武藤　豊 廣瀬　寛 森　正
戸崎　善之 武山　竜雄 峠　浩之 塩畑（新井）千尋 山内　薫 松田　英高 森田　泰人 村瀬　正樹 森　哲哉 山田　敏明
永田　　清 勅使河原　明彦 中村　栄治 山内（伊藤）麻代 山田　浩三 村瀬　英彦 矢田　勝久 安江　清 柳原　伸司 渡辺　淳司
永田　誠樹 戸本　正雄 中村　公洋 石垣（遠藤）敦子 山本　幸樹 家洞　幸弘 横山　宏章 安田　章男 後藤（池田）裕子 橋本（安藤）和子
西川　雅敏 中嶋　一郎 丹羽　貴久 小野(岡部)慎子 渡邉　正憲 渡辺　和宏 吉田　猛 脇田　昌也 青木(市橋）三智子 池本　悦子
西山　勝彦 中橋　剛 林　昌弘 小林(春日）智子 加納　典子 福田(安部）順子 足立　多津 山内(足立）美紀 今井　千恵子 今井(石田）祥子
丹羽　啓二 野田　裕康 平光　一博 寺町(堅田）純代 吉井(川出）順子 安藤　佐和子 伊藤（石原）博美 伊藤（飯沼）晶子　 宇野　まさみ 岩井　のり子
林　　真也 早川　克敏 深尾　淳 天池（近藤）理恵 杉山（川出）峰子 奥村(伊佐地）洋子 岩田　節子 井貝 品枝 高崎（小川）啓子 乙部（大熊）理佳代
古田　直樹 林　直幸 藤岡　悟 今井(篠田）倫子 川嶋　さつき 曽我（宇野）圭子 榎本　明美 平岡（石川）博子 大野（金森）美香子 堀江（加藤）真美
前川　博行 藤吉　幸司 藤吉　清 春日井(説田）悦子 小森（川尻）千里 穂積（衛藤）富久代 松尾（大矢）啓子 小林(岩清水）範子 矢野(北川）裕子 山口(兼松）恵子
三口　剛司 前田　泰宏 堀　智尚 長井(園部）美紀 古田（神崎）洋子 松原（勝村）典子 二ノ宮（折戸）敬子 小野木　香 武井(斉藤）智子 鈴木(木原）みどり
武藤　啓介 松井　康司 堀　浩典 山本（棚瀬）真由美 九野　由里子 金桶（川村）真理 高川（河合）竜子 青木（梶山）美砂 久米(篠原）和代 小塚　永子
村上　直裕 丸尾　聡 村下　直久 渡邉(服部)順子 福島（小島）直美 長谷川（北川）陽子 中村(川島）ゆかり 前田（久保）裕子 長田（杉山）典子 竹中（子安）智子
山下　　岳 三浦　高嗣 森木　隆典 平林（林）英理 森島(郷）直美 熊田　理恵 坂田（栗本）貴世子　水上(小島）仁美 高橋　久美子 近藤　智子
山田　剛寛 安田　登 森　真人 細川　育子 新谷　朋子 今津（木村）祐子 白木（澤田）寿子 河合（近藤）恵利佳 野々村(高橋）由里子内野(後藤）里江
山本　宏一 安田　雅博 山田　嘉樹 横山（松波）静子 赤石(鈴木）一世 沢部　真理子 関谷　紫 土田(鈴木）奈緒美 千原　美杉 足立(佐藤）直子
吉田　成行 山田　匡彦 山本　正彦 水野（森）ゆかり 中島（曽貝）真由美 堀部（戸崎）朋子 所（土田）裕美 矢村（角）佳揚子 鈴木(勅使川原)みゆき 酒向（鹿野）英子
吉村　浩幸 横山　憲司 渡辺　智秋 小林(渡辺）孝子 高木　由美 田中（中島）さつき 面山（永田）恭子 長谷川（園部）敦子 伊藤（戸崎）範子 山口(篠田）すず子

34 15 28 26 笠原（田中）基恵 中西　正子 島塚（古沢）立江 柴田（高木）宏子 足立(花村）美奈子 豊田（白木）琴味
3 22 11 11 堀（田中）ゆかり 大倉（長坂）ゆかり 森（前田）百紀子 川尻（田中）香穂里 原　衣絵 馬場（棚橋）千春
4 3 2 4 長谷川　真弓 山本（西川）貴子 山田（松井）栄美 佐伯(田中）淑子 二村　栄子 元村（野澤）聡子

報告なし 1 報告なし 報告なし 持田（服部）牧子 藤原（野崎）千秋 仲井（松尾）みどり 山村(野村）千香子 本間(堀）容子 日比野 貴代美
8 2 6 4 平光　真理子 加納（平野）淳子 丸山　まゆみ 平工　弥生 鈴木(正田）浩美 水野（増田）ひろみ
10 1 8 5 広沢　博美 小原（松居）由峰 宮部　佳子 篠田(牧田）浩子 奥田(松田）美加 林(松井）美鶴

末守（古田）真奈美 渡辺（松岡）佐世子 山崎　千恵子ハイネマン 岡本（水野）恵子 森下　範子 横山　緑
メルアド登録 220 山中　のりよ 金澤（山田）敦子 村瀬（吉村）桂子 山崎(武藤）千里

恩師 恩師 1 17 14 24 27 23 12
2 メルアド未登録 186 25 30 20 20 16 28
1 連絡先の不明な方 43 7 3 3 2 7 8

物故者 7 報告なし 2 2 報告なし 2 報告なし

ご考慮中 0 ご出席 35 3 1 5 6
ご欠席 44 2 7 5 5 1

岐阜県立岐阜高等学校　昭和55年卒業生　第五回　学年同窓会　出欠表


