
 第2本科  第2本科
電気科  機械科 電気科  電気科  機械科  電気科

 E  M  E  J E  M  E J

（稲垣　忠雄）
（橋本健之助）
内藤喜三郎 

（堤　　良富） （清水　　明）
 渡辺　和正

S19
 (高橋　源八）
（清水　　明）
 飯田　良平  北村　功男

（首藤　富家） （作道　兵次）
倉持　悦久 

（磯部　直吉）
原口　喜八

粟揶　昭  柳沢　順一 
S23

（吉田　宇一） 深海登世司
（服部　三郎）  （岩佐　　徹） 

 和方　重治 （清水　　明） 
S24

（宮坂　亀夫） （岩佐　　徹）
（高橋　源八） 深海登世司
（角田　秀夫）  原口　喜八

（吉田　宇一） 
池田八十雄
滝口　郁夫 

電気機器 電気通信
課　　　程  課　　　程 

  E  M  E1  E2 M C
 （吉田　宇一）  （伊藤　克己） 
（阿久津　功）  横山　　実 

 （服部　三郎）    （吉田　宇一） 

鈴木　徳三  鈴木　徳三   （伊藤　克己）  原口　喜八 
 依田　信二 深海和太郎 

 横田良次郎  鈴木　徳三  （伊藤　克己）    原口　喜八 
 矢野　善治 山中　　一  小林　健雄 
(河辺　貞夫)   （首藤　富家）  森田　恒久 
 佐藤　守弘
 鈴木　徳三  （首藤　富家）   (角田　秀夫) 

 北風　康夫
(河部　貞夫)     横田良次郎 (板垣　光夫) 

松本　和夫 

 小針　藤男 （首藤　富家）   (角田　秀夫)  

(河部　貞夫)     (大渡　正治) (板垣　光夫) 
茂木　　実   吉川　　洋
小針　藤男   (大渡　正治)   (角田　秀夫) 

(角川　一治)  小針　藤男   中島　輝夫 
保坂　　仁  椎津　利雄 

(角川　一治)    (大渡　正治)    中島　輝夫 

 (桜井　松治) 横田良次郎   中島　輝夫 
 野村　力男 富山　晃宏 
(杉野　良知)   (桜井　松治)  横田良次郎 
 石﨑　泰司

(杉野　良知)   下崎　和彦  (大江　康男) 
中山　勇次 

(大江　康男)    (吉田　宇一) （白川　守昭 ）
大塚　忠克  坂本　　寛 

 (吉田　宇一)  下崎　和彦   （松岡　三夫 ）

見﨑　正行  則友　克敏  長谷川裕一 
 冨安　和雄 矢部　好雄  岩﨑　　溥 

電子科 
 E1  E2  D

 槇　　　将 山崎　修快  ( 鈴木　治郎) 

高久　広毅  ( 人見　芳行)  ( 鈴木　治郎) 
 加賀　　勉  厚屋　　豊

 ( 人見　芳行)   ( 鈴木　治郎) 
小林　幸男 

 ( 鈴木　治郎)  ( 鈴木　治郎)  
金子　英司  乗添　和昭 

 ( 鈴木　治郎)   ( 鈴木　治郎)   

 S43 

 S44 

 S45 

 S46 

 S40 ４月　小石川校舎・体育館竣工し、授業開始 

 S40 

 S41 

卒業年次 
定時制 

電気科 

S42  

S36  

S37  

 S38 ３月　高等学校の教育課程に伴い、機械科・電子科・電気科と改定 

 S38 

 S39 

 S32  ４月　文部省産業教育研究校に認定

S32 

 S33 

 S34 

 S35 

 S28 

S29  

S30  

 S31 ２月　学校名を東京電機大学高等学校と改称 

 S31 

S24  

 S25 

 S26 

 S27  ５月　電検認定制度が変更され、本校が第一次試験免除校に認定

 S27 

年次    

定時制 

電気科   機械科 
電気科  

電力課程 

常広　武雄  岡田　　清 

４月　学校改革により電機第一工業と電気第二工業が合体して、電機学園高等学校となる。（普通科新設） 

 S23 
（清水　　明）  （早川　喜知）  （伊藤　克己）

３月　電機第一・第二工業廃止 

 S24
（首藤　富家）   （吉田　宇一）   （首藤　富家） 

S21

 S22 
（服部　三郎）

 S18 

４月 学校名を電気第一工業学校と改称 別に電気第二工業学校を設置        

 S20
（橋本健之助）

加藤　高治 

東京電機工業学校の初めての卒業生

 S17 

年次   

 東京電機工業学校（S17・S18）
 電機第二工業学校

電機第一工業学校（S20　～　）
 第1本科

 併設中学 
第1本科

 併設中学 



 E1  E2 E3   E4  M1  M2 C1  C2 
( 高橋　源八)  岩佐　　徹 ( 首藤　富家)   (角田　秀夫） 

 常広　武雄 森山　満隆 
( 野口　　茂)  ( 大江　康男)  ( 吉田　宇一)    加藤　高治  ( 佐藤　善慶)  (中島　輝夫）
安岡　義三 辻　　貞夫
加藤　正樹   大堀　岩寿
( 平野　三郎) ( 大渡　正治)  ( 林　　六郎)  (中沢( 齊藤 実 ( 板垣　光夫)  ( 桜井　松治) 
宇野　敬助  山路重登至  壁矢　浩一  田中　　肇 
( 野口　　茂)  (角田　秀夫）  (桜井悌二郎）  鈴木　藤男 

(小西　吉孝）  ( 佐藤　善慶)  (中沢(齊藤)    (中島　輝夫）

( 林　　六郎)   ( 神庭　　明)  ( 大渡　正治)  ( 吉田　宇一)  ( 桜井　松治)  
石塚　武夫  小野　栄一  柴山　茂男 

( 杉野　良知)   ( 野口　　茂) 鈴木　徳三  ( 吉田　孝俊)  ( 伏見栄治郎)  

( 角川　一治)  (桜井 悌二郎  (中沢(齊藤) 実 (中島　輝夫）  ( 寺尾　功吉) 
加藤　孝一

 広瀬三千雄
( 板垣　光夫)  渡辺　　明  ( 吉田　宇一)  ( 桜井　松治)  横田良治郎 
飛田　偉靖  後藤　隆夫 

( 杉野　良知)  鈴木　徳三 
( 中沢( 齊藤)

実) 
( 野口　　茂)  ( 吉田　孝俊) 

大久保秀幸  武藤　正二  松下　祐輔  仲野　成憲 
( 佐藤　吉弥)  ( 吉田　宇一)  ( 鈴木　治郎)  (角田　秀夫）  (佐藤　善慶） 
北村　義明  遠藤　正二  鈴木　整司  見﨑　正行 

( 板垣　光夫)  小針　藤男   (佐藤　善慶） 白井光太郎 
林　　昭吉 

( 野口　　茂)  齋藤　広吉  ( 大渡　正治)  (角田　秀夫） 
荒井　義久  柳田　佳孝  横溝　邦彦 
大田　　健  ( 吉田　宇一)  横山　　実  ( 鈴木　治郎) 
形屋　憲一  佐藤洋志郎  石川　邦雄 

 (中島　輝夫） 小針　藤男  高木　正夫  白井光太郎 
三橋　慶二 

( 中村　広幸)  ( 齋藤　広吉)  ( 桜井　松治)  ( 菊地　　諒) 
川村登志一 

工業計測科 
 E2  E3  D1 D2  M1  M2  I 

 大田　　健  （角田　秀夫）  ( 鈴木　治郎) 横山　　実  中田　　勇 
林　　　猛  印宮　　登 

加藤　栄治  宮崎　　登  白井光太郎  川島　純一  ( 伊藤　克己)  (大江庚男) 
下平　龍夫  畑山　昭一  平賀　　徹  長谷川明夫  寺本　佳照 

( 中村　広幸)    ( 桜井　松治) ( 菊地　　諒)  齋藤　広吉  ( 渡辺　太) 
和田　真一 

S44 
中田　　勇  宮崎　　登  高村　広昭  見崎　正行  横山　　実  ( 大江庚男) 
山越　茂雄  由井　康雄  花嶋　秀年  大森　雅利  岡田　和恭 
加藤　栄治  白井光太郎  川島　純一  (松岡　三夫) 横山　　実 
 岡本　清次  松村　雅之  小川　晴夫  小野　嘉之  鳥飼　洋一 

( 中村　広幸)   白井光太郎  高村　広昭  石川　孝志  ( 伊藤　克己) 
秋山　清隆  石橋　和夫  田畑　有三 
( 渡辺　　太)  見﨑　正行  中村　隆一  ( 大江庚男)  （山田　宏明） 
山田　宏己  中島　　昇  持木　文男  船田　嘉章 
 加藤　栄治 (松岡　三夫 ) 川島　純一  大湯　幸夫  横山　　実 
斉藤　隆男  日野　一武  渡辺　敏章  林　　達也  大羽　克己 

( 高橋　源八)  白井光太郎  大谷　　稔  高村　広昭  ( 中村　広幸) 
山口　孝博  高橋　康一  岡田　孝治  石塚　仁史 
中村　隆一  見﨑　正行  前嶋　万人  大湯　幸夫 
水上　滋雄  大谷　　茂  佐藤　　仁  高瀬　勝義 
鈴木　　博  五十木基晴  ( 大江　庚男)  横山　　実 
神田　正一 柳川　　守  池田　好明 
高村　広昭  ( 菊地　　諒)  大谷　　稔  槇　　　将 
大塚　　徹   中村　　功
中村　隆一  見﨑　正行  宮本　　治  大湯　幸夫 
河野　吉伸
諸井　　満 
田上　光治  前嶋　万人  大谷　　稔  横山　　実 
吉田　俊司  三輪　浩康  山際　康之  平沢　輝男
津村　栄一  ( 菊地　　諒)  高村　広昭  槇　　　将 

山田　富夫  稲川　秀勝 
中村　隆一  見﨑　正行  ( 林　　幸男)  横山　　実 
山崎　育昭  鈴木　昭広  新谷要治郎  比留間幸雄 
則友　克敏  前嶋　万人  生熊　勝彦  （山田　宏明） 

今尾　　裕  早坂　勝浩 
津村　栄一  見﨑　正行  ( 人見　芳行)  山路　雅一 

山本　誠人  江部　智治 
高村　広昭  向芝　京太  石川　孝志  横山　　実 
星野　雅幸 鈴木　久郎
亀岡　和裕  鈴木　正成 

S60 
大田　　健  ( 渡辺　　太)  前嶋　万人  小峯　龍男 

染野　　明 猪鼻　一芳
笠木　孝夫  岩崎　道義 

( 鈴木　治郎)  見﨑　正行  生熊　勝彦  宮本　　治 
鳴島　　浩 大和田　誠 新井　智也

増喜　太郎  松下　慎一  山岸　岳人 
( 渡辺　　太)  中村　隆一  妹尾　　敬  大湯　幸夫 

豊島　徹朗 岩下　英一 村井　　潤
田中　篤史  児玉　泰輝  山本　克郎 

S62  
齋藤　広吉

石田　　亮  館澤　直紀 

S61  
津村　栄一 

中村　　登  酒井　光利 

佐藤　和幸 
２月　機械科を電子機械科に改編 

S60  
齋藤　広吉

青沼　　孝  宮崎　佳之  石井　俊一 

S59  
鈴木　　博 
浅田　直樹

大曽根康史  土屋　　岳 

S57  
齋藤　広吉

S58  
( 鈴木　治郎) 

 S55 
(松岡　三夫) 
榊原　俊行 

S56  
鈴木　　博 
鈴木　幸治 

本間　昭伸 

S54  
 宮崎　　登
箱田　浩二 

S53 
鈴木　　博 

 後野　明仁 秋山　益満  清水　敏久 

S51  
宮崎　　登 

S52  
間辺幸三郎 

S49  
間辺幸三郎 
柳橋　幸治 

S50  
( 高橋　源八) 
高瀬　裕司 

S47  
( 鈴木　治郎) 

S48  
宮崎　　登 
山内　利夫 

S45  
宮崎　　登 

S46  
大田　　健 
川本　　敏 

S43 
斎藤　成信 

３月　工業計測科廃止 

S44 
中村　隆一 
赤川富美樹 

 S41 
大田　　健 

 S42 
（松岡　三夫 ）
藤井　慶一 

卒業年次   
高等学校 

電気科  電子科  機械科 
 E1

S39
( 渡辺　　太) 
渡辺　正行 

S40 
( 伊藤　克己) 

S37 
石川　孝志 

S38 
( 伊藤　克己) 
 鶴見　勝義

S35 
( 大江　康男) 
内山　　彰 

S36 
( 伊藤　克己) 
藤田　安彦 

柳　　　博 

S33 
( 大江　康男) 

S34 
( 伊藤　克己) 

中野　善夫 

小長谷　登
 小宮　秀昭

S32
( 伊藤　克己) 

倉林　純一  増田　克己 

S31 
( 伊藤　克己) 

原口　尚久  森　　健輔  坂井　孝志 

S29 
( 伊藤　克己) 
尾島　崇弘 

 S30
( 大江　康男) 

S27

 S28

 S26
中島　政良   寺本　佳照

電気計測
課　　　程 

I 

S25

業年次     

高等学校 
電気科 

 電力課程  電気機器課程 電気通信課程 



 電子機械科
 E1  E2  D1  D2 M 

大田　　健  川口　　純  前嶋　万人  五十木基晴  小峯　龍男 
村田　周也 川勝　真喜 佐藤　秀明
藤本　賢司  永木　康弘  柳澤　恵行 
中田　　勇  津村　栄一  見﨑　正行  内山　章夫  古城　　仁 

西野　英一 池田　靖規 清水　憲一
渡辺　浩成  関根　康吏  矢澤　哲広 

( 鈴木　治郎)  妹尾　　敬  中村　隆一  ( 上前　隆雄)  大久保　靖 
戸塚　敏朗 草野　健一  玉手　秀典

佐々木武志  高木　道夫  野見　貴行
大田　　健  河野　吉伸  見﨑　正行  深谷　哲弘  小峯　龍男 
甘利　友朗 落合　　崇 石沢　岳彦
佐藤　　淳  高橋　好晴  久保田恭弘 

中田　　勇  ( 深川　紘司)  内山　章夫  ( 林　　幸男)  石松栄一郎 
立脇　　竜 岡山　進一 中村　一道
谷　　伸彦  両角　祐樹  吉田　康輔 

 D1 D2  D3  C1  C2 
津村　栄一  ( 上前　隆雄)  平川　吉治  中村　隆一  八百屋尚志 

片山　誠司 田島　　真 照井　博志
松丸　弘樹  平野　文崇  高橋　洋一 

見﨑　正行  河野　吉伸  五十木基晴  小峯　龍男  渡邉　盾夫 
福田　貴之 石井　　淳 玉井　貴司 市川　大輔 小林誠之助
中山　竜一  原田　洋介  西田　哲郎  遠藤　好鏡  小家　　一 
前嶋　万人   平山　桂樹 内山　章夫  深谷　哲弘  生熊　勝彦 
稲垣　裕介 西部　洋晴 柴田　　亨 岩本　雅輝
加藤　貴仁  林　　大樹  山本　和裕  田原　裕之 
津村　栄一  大久保　靖  今福浩太郎  ( 林　　幸男)   山内　雄司 
齋田　清隆 榎本　裕文 宮田　和久
吉澤　博之  森田　圭一  武田　知之 
河野　吉伸   山崎　武光 小峯　龍男 鈴木　　純 
相原　浩明 森田　正彦
小村　亮太  松澤　雄生 
前嶋　万人  陰山　　稔  大湯　幸夫  深谷　哲弘 

稲光　隆史 佐藤　岳人
庄司　寿一  熊田　章央 

津村　栄一  渡邉　盾夫  ( 林　　幸男)  山住　直政 
大澤　青吾 石田　雅也 岡野　勝成 篠原　昌司
柴田　政哉  藤井　　毅  河村　洋行  吉田　好児 
内山　章夫  前嶋　万人  小峯　龍男  松沢　俊也 
島村　武志 石川　　賢 石川　仁寿 木村　峻二
中村　徳秀  和田　純一  田村　秀峰  島田　憲明 

 H13
河野　吉伸  生熊　勝彦  大湯　幸夫  小松　寛明 

小田　　敬 長谷川達視 谷　　桂介
篠田　雄生  湯浅　善夫  新井　義之 

L1  L2 L3 L4 L5 L1 L2 L3  L4  L5 
S27 ( 青木成宗)  （山田宏明） ( 磯部 昭二)  中村　圭佑  大久保芳随 
S28  ( 吉田孝俊)   渡辺　洋一 木伏　明人 
 S29  ( 宮本敏雄)  （中島輝夫） 五十木基晴  則友　克敏  （白川守昭）
S30  ( 平野三郎)  津田　浩二 

( 佐藤吉弥)  ( 杉野良知)  槇　　　将  ( 板垣光夫)  高久　広毅  茂木　雅博 
黒岩　　藩 染矢　清和 

大久保芳随  大久保芳随  ( 磯部 昭二)  齋藤　成信  高久　広毅 
松島　　努  浅見　正一 

S33  ( 神庭　明)  （中島輝夫）  ( 人見 芳行) 則友　克敏  （白川守昭 
S34  (伏見栄次郎)  木村　孝由 
S35  大久保芳随  北原　泰彦  ( 杉野良知)  ( 板垣　光夫) 石川　孝志  茂木　雅博 

( 神庭　明)  ( 大渡　正治)  半田　　孝 新井　建也  藤田　　清 
内桶　功一  植田　正昭  (杉野 良知）  ( 磯部 昭二)  齋藤　成信  高久　広毅  （山田　宏明）

(伏見栄次郎)  ( 吉田　孝俊)  黒田　正人  古城　　仁  秋山　公一
藤田　明也  石川　孝志  則友　克敏  ( 人見 芳行)  (松岡　三夫)  ( 林　　幸男) 
大久保芳随  ( 伏見栄次郎)  安藤　政且  石井　正一  種田　光利 

我妻　功規  ( 神庭　 明)   白川　守昭  ( 板垣　光夫) (中村　広幸)  茂木　雅博 
( 神庭　明)  ( 板垣　光夫)  小野木広行  石渡　　上 
渡辺　幸久  ( 杉野良知)   中村　圭佑 (松岡三夫)   高久　広毅  齋藤　成信 
( 吉田孝俊)  ( 伏見栄次郎)  ( 平野三郎)  目黒　香一   相原　浩一  遠藤　史郎 
渡辺　貞綱  中村　俊則  高橋　新平  石川　孝志  則友　克敏  ( 磯部 昭二)   生熊　勝彦  ( 板垣　光夫) 
( 大渡正治)  ( 杉野　良知)  石川　孝志  大久保芳随  宮木　真人  坂本　尚孝 

村田　陽一  斎藤　　彰  ( 大江 康男)  齋藤　成信  ( 人見 芳行)  ( 林　幸男)  茂木　雅博 
（中島輝夫）  （山田　宏明） ( 礒辺昭二)  (白川守昭） 花房　　勤 貴田真一郎  生方　健二 
光木　保臣   戸江　栄一 荒　　　教  五十木基晴  中村　圭佑  宮本　　治  高久　広毅  （白川守昭） 

道伝　弘昌
森　　孝志 

大沼　一博  六反田和幸  大谷　　稔  田上　光治  ( 礒部 昭二)  石川　孝志  ( 板垣　光夫) 
木村康二郎  小林良太郎  小野寺智幸 
( 大江 康男)  石井　和之  高村　広昭 槇　　　将  (松岡　三夫)   
渡辺　一夫  及川　俊也  飯田　公司  岩井　　厚  長堀　岳治 
宮本　　治  吉場　章二  高久　広毅  大谷　　稔  (白川　守昭） 

内藤　　剛 松島　克幸
中島　忠彦  鶴岡　英道 

（山田宏明） ( 人見芳行)  ( 林　幸男)  ( 磯部 昭二)  山崎　晴康 
小宮山敏樹 今中　繁義
腰原　　潔  山本　　毅 

S60  
宮田　　寛  高田　剛史 

S57  

                                   

S58  

S59  
鈴木　幹也  藤原　国之 

( 吉田孝俊)  大館　昭彦  糸川　　剛 

S40  
S54  

S41  
S55  

S42  

S56  
 S43 

( 神庭　明)  石川　孝志  ( 板垣光夫) 

S48 

S49
S36  

S50
S37  

 S51 
S38  

S52  
S39  

S53  

S44 

S45 

S31    S46 

S32   S47 

業年次 
全日制 

卒業年次
全日制 

 普通科 普通科 

H11  

H12  

３月　高等学校の工業科最後の卒業生 

H13  
 宮本　健太

H10  
増田　隆裕  渡邉　芳弘 

H11 
 ４月　中学校・高等学校とも男女共学となる

高等学校の工業に関する学科募集停止

　H8  
高橋　和義 

　H9  
干野　一夫  佐藤　大典 

 H5 
根本　雅範  青木　圭樹 

　H6  

H7

H4  
石井　英二  井尻　　崇 

卒業年次 
全日制 

電子電気科  情報科学科 

H3  
 山下　和彦 村社　敏夫 

 H4
３月　　小金井校舎竣工
４月　　小金井校舎に移転、　授業開始
１０月　電機科・電子科・電子機械科を廃止　　　　?　電機学校廃止?

H1  
白川　憲悟 

H2  
網藤　　智  中島　浩一 

S63  

卒業年次  
全日制 

 電気科 電子科 



L1  L2   L3 L4  L5  L6  L7 
古城　　仁  則友　克敏  田上　光治  槙　　　将  吉場　章二  飯鳥　　稔 

海老澤　浩 岩見田慎也 安達　三博
西木　章員  志村　祐幸  横田　　昇 

（白川　守昭）  向芝　京太  高久　広毅  齋藤　成信  平山　桂樹 
大畑　和彦  高橋　宏明
渋谷　郁夫  平石　貞行
山崎　晴康  ( 人見 芳行)   高村　広昭  石川　孝志  （山田　宏明）  大谷　　稔 
高橋　政人  鈴木　理裕  斎藤　貴浩 
中村　圭佑   ( 林　　幸男) 田上　光治  向芝　京太  吉場　章二  飯島　　稔 

小暮　　忠
神保　秀樹 

（白川　守昭）  山崎　武光  高久　広毅  宮本　　治  生熊　勝彦  川口　　純平  平山　桂樹 
佐伯裕次郎 服部　正樹 河相　　崇 青木　義幸
小山　克也  林田　英明  村松　信秀  中山　　博 

多胡　真宏 浅野　貴行
森　　正直  大月　直哉 

L7-8
飯島　　稔 

長澤　将章 五十嵐哲哉 田邉　敏宏
吉田　浩康  仁平　雅実  木野　岳人 

L1-7
高久　広毅 

小川　智成  飯塚　正基 中杉　俊之 金子　泰夫
田口　　浩  鈴木　貴宏 山崎　啓誉  關口　昌宏 

L1-8
斉藤　成信 
小股　　淳 沖　壮一郎 大野敬一郎 武部　洋行

小木　勇樹  米田　睦仁 川島　俊彦  渡邊　貴恒 
L1-8

田上　光治 
北原　秀和
冨澤　宗介 

新井　政弘 大井　亮祐
石井　　守  加藤　寛志 

田所　　覚 清水　直広 汲田誠一郎 工藤　太郎 三牧僚太郎
野口　智弘  中村　　誠  渡邊　　学  松岡　雅之  山崎　裕幸 
向芝　京太  ( 人見 芳行)  古城　　仁  山崎　晴康   加藤　　学 川口　　純 

今井　健詞 高橋　雄一
木村　明紀  永井隆太郎 

吉場　章二  平山　桂樹  米山　　裕  前田　輝明  疋田　康之 
小川　太介 木村　太亮 梅田　和弘
白土　雅教  比恵島　豊  仲村　友宏 

杉田　真也
中　　俊典 

石原　春彦 牧原　康一 横山　大志 岩井　雄介
田村　純一  平柳　欽司  十川　　基  入谷　太基 

L1  L2  L3   L4 L5  L6  L7 L8  L9  L10  L11  L12  
H14 

杉本　寛朗 渡部　裕也 木内　正樹 安保明日香 青木亜都 瀧　　淳仁 松本　恭子
南元　大輔  鶴田　裕征  寺田　　史  葛井　博行  荒井　勉  松川　彩子  村瀬麻里奈 

杉本　悠樹 茅野　尚人 岡野　紗 副島　亮子 兼康友和 浅賀智人
渡邉　信人  羽立　新吾  中村　聡  山本　堂之  佐川壽朗 佐藤剛 

杉田　裕介  能島　智之 阿部恵理華 及川　蘭夢 堀　悠吾 田代祐樹
松浦　甚太  山本　達也 井上　富予  笹川　千春  村山幸弘  三浦功二 

熊川　雅文 清水　彰人 於曽能　優  金子　仁美  関　真奈美 高木篤大
根岸　宏行  小林　直樹  田島　光泰  和田　一貴 大久保伸一郎 相川貴彦 

黒沼　康広  (上前 隆雄)  加藤　　学  渡邉　盾夫  河野　吉伸  山住　直正  陰山　　稔  小松　寛明  山崎武光 奥原もな美 
小倉宏太郎 井上　公平 河合　雅文 藤村　洋平  豊美　春平 長谷川知生 青木　一央 城石健治 荻野志乃 須之部友美子
田中　元彬  大塚　恭子  呉地　翔太  山中健太郎  日比谷康貞 舟橋　明里  安田　利菓  蜂須　拓  日榮彩乃  田中邦治 

肥土　昇太 条原　功能 伊藤　功能 石川　智博
長塚　里樹  佐藤葉瑠紀  飯田　　慧  平木　希美 

平山　桂樹 

加賀屋　基 樫野　佑佳 都筑　美和 田子内憂騎 北村　龍太 河内裕太朗
佐竹　洋人 馬場麻梨子  山上　愛里  堀　光太郎  中村　文哉  瀧澤　健介
佐藤　将吾  内藤可南子

山岸　由季 

桜井　　駿 池ノ内信哉  齋藤　広大 相田　龍助  原田　直太
貫井　雄太  田中翔太郎  森谷　明功 高村　優輔  寶藏寺朱保

今井威史   八百屋尚志 疋田　康之  津村　栄一  上田　直範  山﨑　武光  市川麻紀子  影山　　大 
佐藤　修太 西田　正史 遠藤実咲 利田　優希 石井理紗子 鈴木　寛諒 佐々木寛将 佐野　惇樹
瀬戸山祐二  山崎　　大  鳴海　まい  森　　裕哉  横山　桃香  新堀　友美  永田　裕季  長谷川桃子 
星野　智  河野　吉伸  長野あやめ  齊藤　　周  内山　章夫  米山　　裕   黒沼　康広 松下　佳世 
関　峻介 小泉　陽平 越川　　航 中野　稜允  荒野　一希 岡部　愛子 大阿久優人 大久保真奈
島田美裕  吉田　祥子  佐藤　　駿  山崎　絵麻  芹澤　柊平 山川　尚輝  三池　良務  久保田耀介 

中村　誠宜
陰山　稔  小松　寛明  松永　航平  深谷　哲弘  宮本　章吾  松沢　俊也  柴山　恵実 
 林　未希 北川　晃宏 小山　明里 土屋　恵太 秋本　奈歩 赤坂　真央 加藤　元気
中村旺司 福本　拓也  曽根　真基  半澤　伸隆  森田　結菜  稲葉　敬太  川添　駿哲 

卒業
年次 L1、L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

担任 樺山　裕子 影山　大 山内　雄司 金岡　克倫 大塩　博美 八百屋　尚志 内山　真司
H25 クラス委員 久保　直樹 飯田　有果 片山　夏波 久保　香織 秋山　将大 原田　弘平 榎並　京次郎

眞守　慶 鈴木　洋志 軽部　昌容 多賀　富士子 諸澤　幹人 山中　勇成 小林　彩菜恵
担任 髙橋　成弥 池田　巧 河野　吉伸 米山　裕 深谷　哲弘 北園　桂子

H26 クラス委員 石川　里咲子 野田　裕太 後藤　沙苗 松平　賴知 藤下　大知 髙波　郁美
守屋　翔平 松﨑　史也 德田　綾 小田川　照 嶋田　圭汰 山田　憲汰

担任 松永　航平 柴山　恵美 陰山　稔 八百屋　尚志 宮本　章吾 山﨑　晴康 阿部　苗美
H27 クラス委員 渡辺　松平 鈴木　彩花 秋山　駿 高村　康 笹　詩絵里 桑原　知也

鴻池　春奈 石田　翼 高森　軒佑 菊池　慶樹 青山　達郎 宮原　章人 服部　哲大
担任 疋田　康之 星野　智 内山　章夫 内村　理沙子 山本　将也 鈴木　純

H28 クラス委員 柄木田　あみ 塚田　直洋 川野　創万 根本　武 中村　建太 飯村　哲大
藤田　美生 十市　拓海 栗原　祐二 平生　美和 西　祐希 了泉庵　久己
内田　拓也

担任 幸治　茂弘 土屋　ちひろ 吉澤　稔 河野　吉伸 内山　真司
H29 クラス委員 河上　豊 小川　友洋 服部　貴大 伊藤　直貴 穴田　健朗

貝瀬　暁洋 下路　大生 田代　圭 井上　響 唐澤　みなみ
担任 高橋　成弥 阿部　苗美 宮本　章吾 磧谷　和樹 前田　輝明

H30 クラス委員 向埜　航太 三木　栞 川上　莉果 石川　暁 遠藤　隆太
小島　一将 横山　晃也 金原　東吾 伊藤　芳貴 浦川　親大

福島　幸貴

柿﨑　宏樹
青木　祐賢

高 等 学 校 ク ラ ス

吉田　香織

安田　直弥

常山　美穂

黒沼　慎司
玉村　彩

池田　巧 今井　威史

増田　崚太

山住　直政
藤野　加奈

影山　大

山田　朋美
酒葉　健

幸治　茂弘

若松　楓
石黒　未佳

H24  

松永　航平 山住　直政
合田　里奈 奥野　天哉
芳賀　一喜 古閑丸　紗苗

H22  

H23  

佐々木友美   尾崎　充美  印南　賢人
福地　萌子  

H21  

L9・10
奥原もな美 

加藤　　学  小松　寛明   陰山　　稔  
猪原　英之  松永　一朗 石川裕侑子

 L1・2 L3・4
小峯　龍男  深谷　哲弘  松沢　俊也  (上前 隆雄) 

H20  

L1・2 L3・4
内山　章夫  妹尾　　敬  北園　桂子  松沢　俊也  星野　　智 

L10・11

森　　壮人   松本美和子   川上　博久  

樋田　　毅   黒沼　康広   飯島　　稔  
松田　裕子 中村　祐輔 野瀬　智史

H19  

L1・2
前田　輝明  小峯　龍男  米山　　裕  磧谷　和樹  山崎　晴康 

L8・9  L10・11
疋田　康之   山田　朋実   斉藤　　周 
林　　直之

中村　裕美 
田川　　翔 岩谷　彰太

原田　空幸   小林　　薫   小池　璃沙  

大塩　博美 
樋田　　毅   吉場　章二  
野原　和久

 三好　隆文   杉本　大輔
金子芽久未  

H18  

H17  

L1・2
内山　章夫  平山　桂樹  松沢　俊也  ( 林幸男)  原田　苗美  山本　将也 

L9・10

深谷　哲弘  米山　　裕  疋田康之  山﨑　晴康  山田朋実 

臼田　俊彬  

H16  

L1・2
 前田　輝明 小峯　龍男   渡邉　盾夫

平川　吉治  
篠田　親吾

宮川　真典  宮崎真努華 
高橋　弘実  

陰山　稔  奥原もな美  加藤　学  飯島稔 
山崎　武光   黒沼　康広 

H15  

L1・2  L3・4
山住　直政  (上前隆雄)   妹尾　　敬

柏木　啓志 有澤　　岳
持田　直之 

長尾惣太郎  

３月　 初めて女子生徒卒業

H14  

 L1・2
樋田　　毅  深谷　哲弘  津村　栄一  北園　桂子  ( 林幸男)  磧谷　和樹 平山　桂樹 

L10・11
川口　　純 

吉場　章二  山内　雄司  
井上　　誕

菅原龍之介 
鈴木　幸代

飯沼　貴之   滝田　陽介  

山﨑　晴康  
西浦雄主介
横田　和弘  

卒業年次 
全日制普通科 

H13  
向芝　京太  今福浩太郎  渡邉　盾夫  加藤　　学 

L5-6

高村　広昭  

長谷部健太  加藤健次郎  野澤　明正 
H12  

 ( 上前　隆雄) 妹尾　　敬  飯島　　稔  山崎　武光 
L5-6

H11  
松井　　智  横原　章二 

L6-7
高村　広昭  
宮澤　克則
小岩　慶仁  

H10  
阿部　俊哉  今井　　寛  金子　昌孝  茶屋道圭太 

H9  
向芝　京太  妹尾　　敬  飯島　　稔  前田　輝明  松澤　俊也 

H8  
宮本　　治  八百屋尚志  ( 上前　隆雄)   大谷　　稔 吉場　章二 

H11 
４月　中学校・高等学校共男女共学となる
高等学校の工業に関する学科募集停止

山崎　晴康  

中野　徳康  松本　　剛 

L6-7
平川　吉治 

 在田　亮二 太田　達也  今井　亮介  比留間　潤 

H7  
中村　清孝  ( 人見 芳行)  米山　　裕  黒沼　康広 

L6-7

大久保　靖 

北川　　研  福田　弘明 

 H6 
 古城　　仁 高村　広昭  前田　輝明  吉場　章二 

飯島　　稔 

 中西　俊輔 田村　智文  高橋　　寛 
有馬　裕輔
竹内　将人 

L6-7

山崎　武光 

横田　智寛  田沼　玲男  戸部　拓也 

H5  
宮本　　治  大谷　　稔  川口　　純  妹尾　　敬 

H4  
中村　圭佑  黒沼　康広  槇　　　将  田上　光治 向芝　京太 

山崎　晴康 

高田　　忍  鈴木　　勇   山外　智一
藤井　宣彰
桜井　隆雄 

H2  
遠山　竹司  高月　陽介 

H3  
齋藤　成信  ( 人見　芳行)  高村　広昭  八百屋尚志  則友　克敏 

S63  

H1  
大石　洋治  中西　勇人  入江　睦也  青木　　健  小山　秀樹 

L6-7

S61  
鈴木　健史  服部　義郎  木斉　　央 

S62  
佐々木　徹  永井　智人 

 卒業年次  
全日制 
普通科 


