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期 氏名 期 氏名 期 氏名
1期⽣（1977年3⽉卒） 三枝 優量 7期⽣（1983年3⽉卒） 湊 弘之 11期⽣（1987年3⽉卒） 五⼗嵐 善寿
1期⽣（1977年3⽉卒） 三橋 保正 7期⽣（1983年3⽉卒） 松浦 良樹 11期⽣（1987年3⽉卒） 工藤 英晶
1期⽣（1977年3⽉卒） 目⿊ 教雄 7期⽣（1983年3⽉卒） 白髭 恒一 11期⽣（1987年3⽉卒） 小方 勝彦
1期⽣（1977年3⽉卒） 藤谷 真一 7期⽣（1983年3⽉卒） 木村 光俊 11期⽣（1987年3⽉卒） 大場 順二
1期⽣（1977年3⽉卒） 土屋 勝義 7期⽣（1983年3⽉卒） 遠藤 誠 11期⽣（1987年3⽉卒） ⻑島 隆裕
1期⽣（1977年3⽉卒） 蓑和 敬宇 7期⽣（1983年3⽉卒） 及川 大 12期⽣（1988年3⽉卒） 三瓶 祐二
1期⽣（1977年3⽉卒） 谷田 秀男 7期⽣（1983年3⽉卒） 竹内 亨 12期⽣（1988年3⽉卒） 森 鉄哉
1期⽣（1977年3⽉卒） 中村 みゆき 7期⽣（1983年3⽉卒） 大岩 慎吾 12期⽣（1988年3⽉卒） 早津 仁
2期⽣（1978年3⽉卒） 晝間 和彦 7期⽣（1983年3⽉卒） 水野 一正 12期⽣（1988年3⽉卒） 関 啓
2期⽣（1978年3⽉卒） 君塚 敬 7期⽣（1983年3⽉卒） 坂本 圭一 13期⽣（1989年3⽉卒） 仙波 健次
2期⽣（1978年3⽉卒） 橋⻄ 真 7期⽣（1983年3⽉卒） 藤原 宏 13期⽣（1989年3⽉卒） 八代 貴志
2期⽣（1978年3⽉卒） 牧田 英二郎 8期⽣（1984年3⽉卒） 五⼗嵐 章 13期⽣（1989年3⽉卒） 松山 賢
2期⽣（1978年3⽉卒） 時谷 新吾 8期⽣（1984年3⽉卒） 小久保 創太 14期⽣（1990年3⽉卒） 池川 英樹
2期⽣（1978年3⽉卒） ⾦親 佳枝 8期⽣（1984年3⽉卒） 佐藤 純一 14期⽣（1990年3⽉卒） 藤岡 知直
3期⽣（1979年3⽉卒） 高石 勉 8期⽣（1984年3⽉卒） 中家 徳和 14期⽣（1990年3⽉卒） 大内 諭
3期⽣（1979年3⽉卒） 飯塚 俊昌 8期⽣（1984年3⽉卒） ⿃谷峯 奈緒美 14期⽣（1990年3⽉卒） 本田 健輔
3期⽣（1979年3⽉卒） 大崎 孝一 8期⽣（1984年3⽉卒） 藤野 洋 14期⽣（1990年3⽉卒） 荒田 和久
3期⽣（1979年3⽉卒） 和佐 誠 9期⽣（1985年3⽉卒） 秋山 健 14期⽣（1990年3⽉卒） 鈴木 克
3期⽣（1979年3⽉卒） 鴇田 和夫 9期⽣（1985年3⽉卒） 岡元 肇 15期⽣（1991年3⽉卒） 花澤 悟史
3期⽣（1979年3⽉卒） 朝井 春樹 9期⽣（1985年3⽉卒） 加藤 直樹 15期⽣（1991年3⽉卒） 辻 大⼠郎
4期⽣（1980年3⽉卒） 松本 浩 9期⽣（1985年3⽉卒） ⾦⼦ 卓裕 15期⽣（1991年3⽉卒） 初野 昇
4期⽣（1980年3⽉卒） 関 則⾏ 9期⽣（1985年3⽉卒） 岐部 育史 15期⽣（1991年3⽉卒） 藤井 成康
4期⽣（1980年3⽉卒） ⼾村 好美 9期⽣（1985年3⽉卒） 貞友 久仁⼦ 18期⽣（1994年3⽉卒） 阿部 広明
4期⽣（1980年3⽉卒） 丸岡 久美⼦ 9期⽣（1985年3⽉卒） 千葉 隆 18期⽣（1994年3⽉卒） 土屋 俊
4期⽣（1980年3⽉卒） 日下 浩 9期⽣（1985年3⽉卒） 早津 修 18期⽣（1994年3⽉卒） 中野 将智
4期⽣（1980年3⽉卒） ⿃居 朗 9期⽣（1985年3⽉卒） 松尾 文彦 19期⽣（1995年3⽉卒） 廣瀬 徳一郎
5期⽣（1981年3⽉卒） 伊藤 勝幸 9期⽣（1985年3⽉卒） 下泉 隆 19期⽣（1995年3⽉卒） 高梨 英雄
5期⽣（1981年3⽉卒） 鈴木 英二郎 10期⽣（1986年3⽉卒） 田口 富一 22期⽣（1998年3⽉卒） 大須賀 勉
5期⽣（1981年3⽉卒） 藤田 雄一 10期⽣（1986年3⽉卒） 北居 徹也 23期⽣（1999年3⽉卒） 古内 健太郎
5期⽣（1981年3⽉卒） 沢浦 充弘 10期⽣（1986年3⽉卒） 河合 達弥 26期⽣（2002年3⽉卒） 古谷 健
5期⽣（1981年3⽉卒） 川崎 利哉 10期⽣（1986年3⽉卒） 近藤 慎也 27期⽣（2003年3⽉卒） 中村 英之
5期⽣（1981年3⽉卒） 池田 徳彦 10期⽣（1986年3⽉卒） 濱田 俊二 29期⽣（2005年3⽉卒） 若林 祐介
5期⽣（1981年3⽉卒） 井澤 重幸 10期⽣（1986年3⽉卒） 山下 裕嗣 30期⽣（2006年3⽉卒） 石田 健太
5期⽣（1981年3⽉卒） 二宮 洋一 10期⽣（1986年3⽉卒） 大名 真一 33期⽣（2009年3⽉卒） 清水 琢矢
5期⽣（1981年3⽉卒） 山田 淳 10期⽣（1986年3⽉卒） 古川 慎太郎 33期⽣（2009年3⽉卒） 花島 駿
5期⽣（1981年3⽉卒） 村山 仁 10期⽣（1986年3⽉卒） 徳善 啓介 36期⽣（2012年3⽉卒） 中島 健太郎
5期⽣（1981年3⽉卒） 曽根 剛 10期⽣（1986年3⽉卒） 並木 計介 36期⽣（2012年3⽉卒） 榎本 喬太
5期⽣（1981年3⽉卒） 岩崎 亮 10期⽣（1986年3⽉卒） 野宮 智博 37期⽣（2013年3⽉卒） 大平 悠貴
5期⽣（1981年3⽉卒） 荒島 弘樹 10期⽣（1986年3⽉卒） 富岡 伸明 37期⽣（2013年3⽉卒） 大野 稔
6期⽣（1982年3⽉卒） 小川 忠 10期⽣（1986年3⽉卒） 岩井 京⼦ 37期⽣（2013年3⽉卒） 成毛 鴻史
6期⽣（1982年3⽉卒） 中島 誠治 11期⽣（1987年3⽉卒） 曽根 剛志
6期⽣（1982年3⽉卒） 甲斐 秀人 11期⽣（1987年3⽉卒） 岩崎 延佳
6期⽣（1982年3⽉卒） 渡辺  直樹 11期⽣（1987年3⽉卒） 日下部 晃康
6期⽣（1982年3⽉卒） 塩田 満 11期⽣（1987年3⽉卒） 高橋 謙一郎
6期⽣（1982年3⽉卒） 鈴木 ⻯ 11期⽣（1987年3⽉卒） 田端 友康
6期⽣（1982年3⽉卒） 寺内 明広 11期⽣（1987年3⽉卒） 鈴木 剛⼠
7期⽣（1983年3⽉卒） 松石 信二 11期⽣（1987年3⽉卒） 和田 賢一
7期⽣（1983年3⽉卒） 高橋 正和 11期⽣（1987年3⽉卒） ⽴﨑 雅⺒


