
 2000年「東京楡の会」総会　ご出席者名簿  順不同　敬称略  

【開催日】 平成１２年７月１日（土）     【開催場所】ホテル グランパシフィック・メリディアン

【ご来賓】　武内　光一 先生 (現北高校長) 西脇　順二 様 (庁立・北高同窓会会長)

岡田  忠恭 様 (財団法人 庁立・北高会 副理事長) 板垣　佑司 様 (庁立・北高同窓会 常務理事)

樺澤　周子 様 (財団法人 庁立・北高会 事務職員)

【在京恩師】高柳  良直

       【ご出席者内訳】 北海道庁立札幌高等女学校 191名

北海道札幌北高等学校 503名

＜　総　合　計　＞ 694名

[庁立２５期] 1 川口  アイ

[庁立２９期] 2 佐々　美津子 松下　英

[庁立３１期] 17 榊原　みさを 津村　正枝 藤田　修子 小川　寿滿子 蛇口　睦子 添川　とみ子 山崎　良子

佐藤　静江 松家　利子 中村　榮子 久葉　正子 高橋　静江 粕谷　晴子 水野　智惠子

斉藤　桂子 中井　あや子 城戸  隆子

[庁立３２期］ 6 酒井　初子 松下　冨貴子 高岡　淑子 柴田　みえ 山田　恒子 川端　律子

[庁立３３期] 10 田中　美代 柴田　良子 安田  久枝 木村　茂子 古河　孝子 柴田  ヤエ 鈴木  和子

掘  　孝 小池  みつ代 守屋　清子

[庁立３５期] 9 坂本　フミ 滋賀　英 米澤　啓子　 斉藤　和子 篠田　文子 関口　明子 古川　芳子　

村上　キチ子 日下　敏子

[庁立３６期] 5 追分　文 町田　ミチ 合﨑　シヅエ 伊藤  睦子 武部　智恵

[庁立３７期] 10 奥平　孝子 斎藤　静子 津田　静 津田　敦子 出川　久子 佐藤  ひろ子 船津　澄子

星  　富江 笠松　エイ子 築根　照子

[庁立３８期] 8 長島　富子 畠山　君江 竹内　昌子 岸  　信子 田中　多鶴子 黒木　敏子 庄司　はるみ

澤中  範子

[庁立３９期] 2 長嶺　静子 村上　喜美

[庁立４０期] 4 塩次　妙子 蛯名　エイ 丹野　澄子 細矢　のぶ

[庁立４１期] 19 三上　敏子 小峰  俊子 村山  昭子 若林　磯子 角谷  光子 佐藤  アキ 山形　重子

中川　道子 笠井  明子 石津  安子 高木  久美子 鍛冶　敏子 角田　敦子 宮下　美和子

松井  説子 岩泉  律子 河口  利子 加瀬  昭子 荒井  圭乃

[庁立４２期] 22 大塚　正子 島村　昭子 竹林　美智子 清水　敬子 秋野　美江子 浜田　昭子 茶碗谷　ケイ

中島　須美子 青木　みよ子 田村　恵子 塚本　のぶ 渡辺　奈緒美 松本　多恵子 岡安　礼子

内田　芳枝 笠原　昭 大鋸　淑恵 権田　妙子 番井　愛 佐藤　洋子 笹間　敬子

岩泉　菊子

[庁立43/44期] 14 塚本　澄子 喜瀬　和代 小澤  恵 新野  瑞枝 廣田  百合子 片桐  季久 石尾　延子

和井内　静子 星川　佳枝 高橋　幸子 安藤　和江 武藤  英子 奥  か志子 測見  智子

[庁立４５期] 29 吉田　淳子 石倉　美津子 伊藤　君枝 岩本　伊津子 梅沢　俊子 榎本　美佐子 大島　郁子

大関　里子 岡田　享子 沖島  幸子 長内  淑子 金吉  愛子 河地　千鶴 菊盛　阿也子

岸本　郁子 古城　房子 金　恵子 米陀　豊子 斎藤　美恵子 仲代　治子 中田　絢子

中田　英 長谷川　美智 幡地　道子 樋田　紀子 平松　桂子 森本　淳子 吉田　澄子

幸松　キサ

[庁立４６期] 20 古畠　文子 赤松　節子 外山　秀子 太田　多恵子 加藤　陽子 池守　正枝 安達　敏子

[女子高２期] 盛田　美代子 服部　治子 山口　恭子 米谷　孝 近藤　光子 和田　壽美子 足立　景子

笹川　恵子 福本　豊子 竹之内　三枝 晴佐久　晏子 和久奈　ちよ 江端　久子

[庁立４７期] 5 小林　京子 藤原  不二子 松下　ミチエ 野沢  滋子 加川  良子

[庁立４８期] 8 浅見　公子 内山  貞子 梅沢　亜子 土屋　洸子　　　永草　玲子 那須  洋子 安達　陽子

小尾　笙子 計 191名

[北高 １期] 13 大島　純 長谷川　仁 久保田　展 中井  ノブエ 伊吹　艶子 鈴木　静 吉岡　紀子

江端　寿子 山崎　斎子 藤井　合 大鋸  忠 横山　明子 古谷  忠昭

[北高 ２期] 10 焼田  健右 谷本　裕子 石川  奈津子 田瀬　裕水 松本  大四 村田　稔 千葉  禎子

太田  絢子  林  美悠紀 笈川  晴子

[北高 ３期] 4 藤沢　重雄 古川  浩一 坂本　富彦 市川　庄司

[北高 ４期] 16 阿部  敏行 市川  敦雄 今倉  世志和 金澤　剛哉 小出　泰徹 高橋　正 松田　昌士

平瀬  光宏 須部　道子 中島  芳子 野村  勝子 船木　孝子 細木  晶子 曲尾  薫

沓掛  裕子 堀江  賢宏

[北高 ５期] 12 富井　智子 有江  弘子 阿部　雅枝 菊地  正佳 多田　浩彦 阿部　修二郎 友田　政弘

長澤  規矩夫 岡部　照子 奥田  満穂 小岩  允 浅井　桂子

[北高 ６期] 19 桑島　英明 富田  勇 宮崎　洋 石山  四郎 瀧岡  祐子 森川　弘志 小田島　盛人

鈴木　智 三ツ井  稔 飯依  豊子 福田　浩明 佐藤　英子 寺本　礼子 藤木　香代子

竹内  玲子 阿部　了 稲葉　隆一 永井　功 村上　和彦

[北高 ７期] 9 小西  玲子 小西  定 須田　裕 田中　嘉津子 吹越  征夫 阿部　秀範 玉村  美苑子

大槻　浩 嘉野  勝康

[北高 ８期] 11 阿蘇　興一 安達  芳宏 石井　堯夫 川口谷  正 塚本  圭一 那須  国興 鈴江  英一

平野　清臣 平松  博 山本　興二 酒出　覚

[北高 ９期] 16 有馬　一郎 飯室　徳 工藤　穹子 佐竹　靖夫 島岡　慶子 関本　喬輔 谷    仁

松本　弘子 山田  悌司 横舘  久宣 遠藤　行雄 加茂  光一 塩田　悦子 板垣　欣也

吉江  友紀 伊藤  剛



[北高１０期] 24 阿部　洋一 蟹谷　吉雄 野呂　綾子 松沢　佳子 武田　之男 藤田  賢一郎 金子  末吉

吉田谷  常雄 加藤　豊子 楡金  厚生 野村　勝己 川口　英樹 東   正 半澤  進

保里　恭子 大屋　則之 金曽　裕一 横舘  英雄 秋山　忠久 本多　祐之介 渡辺　吉雄

大平　隆義 濱    洲 田畑　保彦

[北高１１期] 14 高柳　良直 関　  紀子 工藤　正寿 小松　隆一 塚田　宣子 松井　和江 江島　牧子

島　和彦 石丸　雅之 佐藤　順二 畑江　道正 坂口　美奈子 遠藤　桂子 竹内  洋子

[北高１２期] 12 佐々木　昭子 久野木　甫 釜石　征弘 元上  章清 小澤　美恵子 古田  良三 小岩  禎子

奥山  真樹 半田  啓子 中沢  清彦 桑島  幸子 富樫　泰介

[北高１３期] 6 佐野  昌之 久下  巧 畑中  勝彦 渡辺  三郎 小柳　誼芳 中堀  二甫

[北高１４期] 31 安保　槇夫 岡本　輝磨 野間　俊次 森田　勝弘 三嶽　紗紀子 鈴木　勝利 高頭　稔明

蟹江　真理 計良　隆司 花井　健 角谷　順子 佐藤　早苗 佐藤　弘子 半田　豊

宮原　恒昱 稲　　七重 野田　節子 大西　高義 佐藤　征朗 高幡　良博 長内　豊

田畠　勝利 西田　六郎 浜崎　武雄 松尾　康彦 富谷  令子 桜岡  修司 白木  畏都子

金子  謙一 本田  政広 関  定子

[北高１５期] 27 澤田  俊夫 和田　倶幸 荒川  聰 山崎  公司 橋本　闊也 渡辺　邦雄 石井　哲夫

石川　洋一 平野　克己 森田　健 堀田　由美子 長谷川　正弘 菊井　大三郎 木下　徳弥

佐藤　卓 末原　和雄 松本　俊彦 若松　憲 成田　道子 大導寺　明子 岩渕　啓一

木村　進 加藤　脩二 前田　一紀 増永　琢也 国谷　綾子 伊藤  志保子

[北高１６期] 16 浅川　慶一 柳田　孝義 平館　啓子 佐藤　昌志 大谷　蓉子 坂口　徹 柴田　隆

庄野　睦美 長内　誼 横田　稔 池田　由美子 松本　かおる 中言　良子 深瀬　知香子

荒木  尚子 七条  和之

[北高１７期] 18 斉藤　豊 松実　成幸 三浦  達朗 道川  研一 岩渕　伸子 三浦  康 石井　裕

野田　秀三 影長  英治 新井  憲 堀内　美和 山根　寿子 酒井　直人 泉  　賢二

米谷　祥子 青木  きよ子 安田  弘子 末広  直樹

[北高１８期] 22 伊東　充子 稲井　敏子 石原  いずみ 佐藤　雅子 佐藤　久子 佐野　保子 清水　久子

長谷川　とも子 工藤  裕子 吉田　千賀子 池田　強 加藤　明 木村　満男 笹森　英一

島貫　憲男 高橋　直樹 田上　勝道 手嶋　誠 中山　寛治 西田　真 西田　廣治

藤田　良一

[北高１９期] 22 榎　  康博 昔農　正敏 伊黒　武 遠藤　雅敏 楠    昭 中島　広志 広瀬　幹男

猿渡　紀男 久保　久幸 杜塚　裕二 秋光　実 上口　康 片山　良明 西宮　明人

水戸　隆広 冨澤　明子 小西　のぶ 島尻　俊昭 萩原　健 神原　良 茅花　清実

永井  英晴

[北高２０期] 26 丸山　龍二 本多　由紀子 谷内　秀年　　 豊田　滋 荒戸　宏 榎本　圭介 宮田　典久

競　  知之 竹村　雅之 佐多　満喜子 砂岡　純子 高橋　隆子 今野　泰敏 青井　三和子

小野　喜世彦 河　  昌宏 平野　多美子 江端　耕一 秋本　ゆり 大下　恵子 石川　弘行

三浦　徹 江口　祐子 木村　浩子 杉山　英一 大井  真実

[北高２１期] 75 横山　万里子 山中　茂樹 吉武　優子 高野　美枝子 正木　範子 森川　安理 平野　弘昭

山中　善三 藤巻　一保 飛田　浩一 岡村　直利 伊藤　洋子 本間　文桂 関口　純代

千葉　直志 藤田　克彦 見付　均 大田　直子 菅原　謙二 山田　稔 松本　葉子

松尾　みぎわ 長井　吉弘 中村　英明 宗広　直子 加藤　義人 大場　高秋 川田　龍浩

三井　葉子 太田　義信 笹島　ゆかり 柳川　幸弘 春田　裕明 滝口　きよみ 山　 俊夫

和田　裕 井出　雅弘 志渡　伸博 森若　恵理子 高橋　尚子 上口　尚史 島村　優子

木上　敏明 田村　和枝 文　幸助 武藤　和雅 井川　悦朗 松井　信嗣 及川　高

加藤　晃男 森若　茂 桜田　隆男 八木　順造 三浦　祐嗣 植田　幸雄 本郷　聖

中西　啓 丹治　愛 小林　正志 伊藤  和紀 安藤  孝雄 掛下  知行 渡辺  美智子

穴戸  昭夫 松下  卓郎 生島  典明 近間  洋子 福島  明子 白  俊彦 前谷  辰夫

前田  悦弘 松本  勝裕 佐々木  淳一 池田  哲 山田  智恵子

[北高２２期] 29 相沢　良一 荒谷  博史 小野  潔 松宮  末次 横山  和彦 前田　敏光 大浦  静雄

川崎　淳二 橘  孝則 和野  嗣賢 伴  治美 川崎　洋子 西村  芳彦 高橋  厚子

西村  英子 吉井　美和子 菊池  礼子 林  繁俊 広瀬  真理子 千葉  真紀子 伊勢  由美子

田所  喜美子 梶谷　但 河田  剛一 喜多  純哉 春原  暢夫 中村  尚五郎 松井  千秋

関  公一
[北高２３期] 13 金本　美代子 栄田  秀史 渡部  正敏 大村　欣央 倉谷　泰治 ｼﾝｶﾞｰ 小百合 松井　裕幸

久保　智克 舛田  雅典 大浦  秀二 武田　謙一 窪田  滋 阿部　香

[北高２４期］ 6 坂本　昌 菊地  晴子 中村  宗矩 中村  三津代 長田 未実 本間　千春

[北高２５期］ 8 近藤  秀昭 白川  安佐子 善財  英夫 鷲尾  公一 高梨  宏司 津村  雅彦 塩谷  良知
本間  聡

[北高２６期］ 9 松田  雅子 越知  寿 北村  倫夫 中田  植子 佐久間 めぐみ 神原  英子 小西  葉子

新谷  隆則 矢野  映

[北高２７期] 2 佐々木　昭雄 牧原　俊幸

[北高２８期] 2 斉藤  哲也 徳光  猛

[北高３０期] 1 中島　博臣

[北高３２期] 8 佐々木  泰行 山本  クララ 田中　一樹 山田  一博 小田  健 桐生  慶久 高田  智之

喜多  司郎
[北高３３期] 2 松本  豊 依田  理恵

[北高３５期] 6 宮本  直樹 桜井　素子 西岡　博之 三橋　智子 大竹　健介 澤田  康二

[北高３７期] 3 佐藤　賢一 吉田　由起 谷本  考

[北高３８期] 1 佐藤  一絵

[北高４４期] 2 山根  弘子 箭原  実佐子

[北高４５期] 4 箕輪  龍兵 今井  裕史 佐藤  路子 山本  ゆず

[北高４６期] 4 戸谷  ひとみ 鍛冶 川一美 清水 庸介 籾山 健太郎 計 503名


