
第16回｢―紅会｣主催講演会参加者(2013年3月９日)
(2013年3月２日現在)

卒業年 人数 出席者(男女別50音順)

Ｓ１８ １ 渡辺喜一

S20A １ 青柳利雄

S28 ３ 尾辻紀子 可野もと子 渡辺圭子

S29 ２ 浅川英司 小泉敦夫

S30 １６

鮎川ますみ 井上若子 遠藤政子 近藤文子 呉藤勢津子 塩瀬昭子 堤千恵子

轟佐知子 相潭功 長田康正 神田四郎 神宮寺房義 巽一恒 深沢士郎

松尾守 矢崎仁一

S31 ９
岩本福喜 青柳守彦 浅川治男 芦潭修二 石井澄夫 井上幸彦 河崎正

田口聴 平野忠彦

S32 10
小潭綾子 笹森立美 佐藤まさる 中井武子 茉沢公子 山下悦子 若尾和子

鈴木　隆 花輪愛彦 堀江克郎

S33 １１
飯田冨美子 石川敏恵 三潭千鶴子 河内一郎 五味一彦 斉藤芳樹 早川圭蔵

林睦生 樋川紘一 堀口孝雄 渡漫元成

S34 ６ 斉藤峰子 中村礼子 村野久子 伊東昭 小河原正己 内藤勲
S35 ７ 作道恒 望月公子 一之瀬謙輔 古明地昭雄 坂本正彦 篠原承 渡井富雄

S36 24

伊東敬子 岡田美枝子 河合美保 谷口百合子 渡辺英美子 太田東洋男 窪田祐一

楼林郁之介 佐野東隆 末木隆夫 田村久夫 塚越洋 辻武司 土屋忠恕

土井義尚 中村敏男 野沢遵宜 保坂洋夫 丸茂博史 丸山徳道 茂手木正一

矢口和彦 山本正室 雪江武雄

S37 10
亀田史 川島民子 黒田順子 小松寿恵 山本利子 佐藤忠男 篠原正邦

土屋正樹 廣池哲夫 矢崎武雄

S38 16

沖田美子 臼田めぐみ 梅渾梅子 鈴木紀子 矢口百合子 山本陽子 雨宮武士

一瀬明 上矢洋久 乙黒克行 角田等 祢津信夫 長谷川俊彦 矢野峻行

山田常夫 渡辺房雄

S39 13
細作純子 石原ヤス 斎藤美都子 丸茂和子 秋山荊一 飯島善一郎 大木芳正

金丸孝敬 國富隆 斉藤紀夫 田口護 波羅芳武 古屋禎佑

S40 12
雨宮恋子 宇野由美子 安間春子 山顛萩江 今井賞 斉藤勝人 佐藤達夫

鈴木勝典 中島公一郎 原護 茂手木光博 若木敏彦

S41 ６ 尾崎か代 北渾みづち 関岡美佐子 風間雀二 内藤浩 山本秀彦

S42 ９
巾野文子 桑江彰子 辻敏子 渡辺緑 佐野高志 竹川正夫 塚脇－帆

ハ田政恭 横淳良次

S43 ９
加藤まゆみ 沓沢初美 竹中みゆき 池田秀雄 猪股賢太郎 窪田孝次 永井博

古歴史夫 森島誠

S44 １０
川俘理恵子 川東厚子 小宮山千言 杉本恭子 田伏純子 塚本重美 三田富貴子

畜川文江 山田和美 清水久也

S45 24

稲垣厦美子 今井涼子 斎藤和子 佐々木まち子 新倉美智子 星田美恵子 水原妙子

三井三枝子 村上真理子 渡辺洋子 相川正樹 雨宮俊彦 飯島康二 飯島登美夫

石原光博 石川弘 加藤和之 斎藤一文 斎藤幸三 設楽久敬 望月敏

百瀬良彦 山下昌彦 山田誠一郎

S46 21

延陥恵美子 小川和子 金子桂子 小林すみ子 鈴木正恵 仙潭清美 田中英子

仲野裕子 名取君子 西野公子 深潭信子 蒔田さゆり 三科敏美 矢奇裕子

山下恵子 山本雪子 杉矢利江 大竹伸一 可西孝美 杉矢健一 守屋正彦

S47 ８ 小川早苗 河野美沙子 坂本永子 佐藤みどり 清水久子 山田陽子 弦間稔

新津茂夫

S48 14
石川久美子 石川ゆり子 小潭恭子 篠原妙子 辻恵美子 中川英子 武井ちあき

坊場美代子 森田珠美 林野妙子 上田健 島田三郎 八田政仁 藤巻秀樹

S49 １１ 網倉真美子 近藤厚子 滝田智子 松本博美 ローソン笹本宏美 今潭晋

小田切信 竹内浩二 永島淳一 新田陽一 保坂明彦

S50 29

雨宮久美子 海老原綾子 笠原和子 斎木裕子 佐藤仁子 田中慶子 田中興志子

鶴田澄子 寺井ちなみ 中込美津子 友田茂子 前田育子 松田朋子 三神智美

ハ木下信子 渡部節子 生野洋 大久保修身 岡原鉄郎 軽石泰孝 田邁俊息

早川昌司 保坂岳深 村松明 望月達史 望月良門 物江芳明 横瀬一擲

吉井章二

S51 ９ 海瀬和美 木村かな子 小坂郁子 永嶋衛子 望月裕子 海沼弘志 長坂章治

羽田忠生 武藤公明

S52 ６ 伊藤由佳美 中山初美 吉川文代 飯野政仁 新津裕史 矢野秀樹
S53 ２ 朝戸直美 飯窪光陰

S54 ９
新井まゆみ 井上陽子 植原真理 遠藤絵理 朱宮明美 水野優子 山本万理

井上隆 佐野直樹

S55 ４ 八木公子 山本祥子 相山豊 保坂政仁

S56 ６ 青柳きよみ 川辺洋子 鷹野由香 中村恵子 中潭信二 依田訓彦
S57 ５ 宇野潭美穂 中川美穂 石井孝明 上田俊彦 太田清士

S63以降 ７ 井上聡子 小林香里 保坂香子 丸山裕子 上松裕之 古場哲也 望月紀彦
合計 330
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