
平成30年度　役員・評議員一覧　　／　東京農業大学第一高等学校・中等部同窓会
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名誉役員　【7名】 評議員　【162名】

役　員　【35名】 

田中　越郎 現校長 

大澤　貫寿 法人理事長 

中西　載慶 第10代校長 

岡島　秀治 第11代校長 

大中　正之 第5期 初代会長 

松原　　誠 第1期 第2代会長 

根岸　聖一 第19期 前会長

輿石　　勉 第24期 昭和51年卒 

梶　　　勝 第23期 昭和50年卒 

小東　理人 第24期 昭和51年卒 

川上　真人 第24期 昭和51年卒 

松井　要三 第16期 元教頭 

和田　　輝  前教頭 

池内　隆英  前教頭 

紙谷　知行  現教頭 

秋元　尚美  現教頭 ※新任

長尾　　聡  事務部長 ※新任

金子　和春 第32期 昭和59年卒 

志村　俊彦 第27期 昭和54年卒 

桝田　信彌 第09期 昭和36年卒 

野口　　安 第13期 昭和40年卒 

土岐　　寛 第23期 昭和50年卒 

武中　豊 第32期 昭和59年卒 

末広　京子 第37期 平成元年卒 ※異動

田中　克麿 第08期 昭和35年卒 

石川　マリ子 第11期 昭和38年卒 

梅川　哲義 第12期 昭和39年卒 

吉村　文明 第13期 昭和40年卒 

齋藤　富美子 第20期 昭和47年卒 

松丸　禎二 第25期 昭和52年卒 

山内　順一 第26期 昭和53年卒 

高橋　由次 第26期 昭和53年卒 ※異動

荒木　俊夫 第27期 昭和54年卒 

池田　英信 第27期 昭和54年卒 

増井　白百合 第36期 昭和63年卒 ※異動

井上　　謙 第37期 平成元年卒 

高橋　亜美 第38期 平成02年卒 

義澤　喜文 第38期 平成02年卒 

佐々木　美穂 第44期 平成08年卒 

佐治　志穂 第47期 平成11年卒 

寺谷　広介 第49期 平成13年卒 ※異動

井上　アン 第60期 平成24年卒 ※異動

石井　国雄 第02期 昭和29年卒 

田中　光正 第06期 昭和33年卒 

安達　竜太郎 第07期 昭和34年卒 

田代　国男 第08期 昭和35年卒 

綱島　澄夫 第08期 昭和35年卒 

大谷　　捷 第08期 昭和35年卒 ※異動

小杉　　明 第08期 昭和35年卒 ※異動

斉藤　克次郎 第10期 昭和37年卒 

和智　　洋 第10期 昭和37年卒 

斉藤　三恵子 第11期 昭和38年卒 ※異動

荒木　榛美 第12期 昭和39年卒 

太田　豊子 第12期 昭和39年卒 

小林　　藷 第14期 昭和41年卒 

鈴木　邦雄 第14期 昭和41年卒 

三浦　　隆 第15期 昭和42年卒 

百束　民雄 第15期 昭和42年卒 

吉野　和子 第16期 昭和43年卒 

米谷　エミ子 第16期 昭和43年卒 

木村　直人 第19期 昭和46年卒

田中　謙次 第24期 昭和51年卒

大澤　清治 第24期 昭和51年卒

日下　晴臣 第25期 昭和52年卒

柴田　庄平 第25期 昭和52年卒

大石　芳数 第26期 昭和53年卒

立山　　均 第26期 昭和53年卒

青山　秀夫 第27期 昭和54年卒

石井　聡明 第28期 昭和55年卒

金田　眞一 第28期 昭和55年卒

渕田　　幸 第28期 昭和55年卒

伊藤　和恵 第28期 昭和55年卒

坂　　昭彦 第28期 昭和55年卒

高橋　直孝 第29期 昭和56年卒

河本　昌之 第30期 昭和57年卒

日野　圭一 第31期 昭和58年卒

直井　綾子 第31期 昭和58年卒

南　　真紀 第31期 昭和58年卒

高坂　　薫 第32期 昭和59年卒

藤田　賀子 第32期 昭和59年卒

吉沢　一枝 第33期 昭和60年卒

大澤　満里子 第33期 昭和60年卒

川上　幸央 第34期 昭和61年卒

小見山　智義 第35期 昭和62年卒

横川　一樹 第35期 昭和62年卒

赤坂　章裕 第36期 昭和63年卒

小畑　昌代 第37期 平成元年卒

三角　亜希子 第37期 平成元年卒

小町　寛行 第37期 平成元年卒

田宮　千帆 第37期 平成元年卒

川崎　　剛 第38期 平成02年卒

山崎　雄夫 第38期 平成02年卒

武田　雅文 第39期 平成03年卒

矢野　美生 第41期 平成05年卒

新井　史織 第42期 平成06年卒

内田　光俊 第43期 平成07年卒

栗原　尚子 第44期 平成08年卒

高畑　秀夫 第44期 平成08年卒

文　　博信 第45期 平成09年卒

竹内　尚子 第45期 平成09年卒

児玉　慶隆 第46期 平成10年卒

関根　良徳 第47期 平成11年卒

涌井　大地 第47期 平成11年卒

山越　　航 第48期 平成12年卒

鈴木　　優 第49期 平成13年卒

根岸　多絵子 第49期 平成13年卒

内田　竜平 第49期 平成13年卒

田中　一光 第50期 平成14年卒

小池　悠佳 第50期 平成14年卒

大谷　志緒 第51期 平成15年卒

田中　総一郎 第52期 平成16年卒

山田　　咲 第52期 平成16年卒

間　　慎介 第53期 平成17年卒

大河原　晶子 第53期 平成17年卒

大山　里英 第54期 平成18年卒

加藤　礼美 第55期 平成19年卒

原　　沙羅 第56期 平成20年卒

大社　小百合 第56期 平成20年卒

野村　美晴 第56期 平成20年卒

小谷　真己 第56期 平成20年卒

斉藤　秀翔 第56期 平成20年卒

中山　　泉 第57期 平成21年卒

小池　善貴 第57期 平成21年卒

古谷　悠夏 第57期 平成21年卒

中久保　千恵 第58期 平成22年卒

藤野　　遼 第59期 平成23年卒 

本間　丸鈴 第59期 平成23年卒 

足立　理恵 第59期 平成23年卒 

勝田　茉依子 第59期 平成23年卒 

大西　佑果 第59期 平成23年卒 

古澤　里佳 第59期 平成23年卒 

落合　桃子 第59期 平成23年卒 

松田　　是 第60期 平成24年卒 

市橋　　涼 第60期 平成24年卒 

永峰　茉奈 第60期 平成24年卒 

丸山　　心 第61期 平成25年卒 

西本　善希 第61期 平成25年卒 

石橋　佳奈 第61期 平成25年卒 

粟村　杏子 第61期 平成25年卒 

河田　尭之 第62期 平成26年卒 

清水　俊祐 第62期 平成26年卒 

室谷　桃子 第62期 平成26年卒 

横澤　正規 第62期 平成26年卒 

仁井田　怜子 第62期 平成26年卒 

金子　千咲 第62期 平成26年卒 

中原　和馬 第62期 平成26年卒 

加来　結子 第62期 平成26年卒 

江口　　翔 第62期 平成26年卒 

齋田　隼人 第62期 平成26年卒 

岡部　良亮 第62期 平成26年卒 

青木　沙羅 第63期 平成27年卒 

小豆畑　雅樹 第63期 平成27年卒 

大石　智広 第63期 平成27年卒 

新井　智宏 第63期 平成27年卒 

木山　　敬 第63期 平成27年卒 

森本　　圭 第63期 平成27年卒 

森　こくり子 第63期 平成27年卒 

辻野　　代 第63期 平成27年卒 

丸山　結葉 第63期 平成27年卒 

高垣　遼資 第63期 平成27年卒 

高貫　　遥 第64期 平成28年卒 

堀　　水輝 第64期 平成28年卒 

宮腰　立樹 第64期 平成28年卒 

根津　慧人 第64期 平成28年卒 

川本　柊志郎 第64期 平成28年卒 

川上　優太朗 第64期 平成28年卒 

本橋　　拓 第64期 平成28年卒 

中川　香織 第64期 平成28年卒 

根元　穂乃香 第64期 平成28年卒 

澤田　ひかり 第64期 平成28年卒 

佐藤　香緒子 第64期 平成28年卒 

飯島　純平 第64期 平成28年卒 

赤羽　華子 第64期 平成28年卒 

金子　さくら 第64期 平成28年卒 ※新規

杉山　凱慶 第65期 平成29年卒 (期代表)

片野　真帆 第65期 平成29年卒 

園山　遥穂 第65期 平成29年卒 

高山　虎太郎 第65期 平成29年卒 

大塚　彩也華 第65期 平成29年卒 

小田　　栞 第65期 平成29年卒 

山口　真生 第65期 平成29年卒 

菊地　菜々 第65期 平成29年卒 

吉田　浩人 第65期 平成29年卒 

富川　　駿 第65期 平成29年卒 

安田　尚央 第65期 平成29年卒 

山田　虎之介 第65期 平成29年卒 

神戸　拓真 第65期 平成29年卒 

伊地知　魁士 第65期 平成29年卒 

川上　　碧 第66期 平成30年卒 ※新規

野竹　翔太 第66期 平成30年卒 ※新規

西村　奈月 第66期 平成30年卒 ※新規

山﨑　春菜 第66期 平成30年卒 ※新規

山田　知周 第66期 平成30年卒 ※新規

安部　閑喜 第66期 平成30年卒 (期代表)

花島　　健 第66期 平成30年卒 ※新規

江部　健二郎 第66期 平成30年卒 ※新規

小川　　毅 第66期 平成30年卒 ※新規

有江　陽大地 第66期 平成30年卒 ※新規

矢嶋　祐介 第66期 平成30年卒 ※新規

宮下　比呂 第66期 平成30年卒 ※新規

小久保　海汰 第66期 平成30年卒 ※新規

長谷川　周平 第66期 平成30年卒 ※新規 　


