
京一中洛北高校同窓会京浜支部総会2018「東京の集い」　出席者名簿

No. 卒業年次 氏名 同窓会 クラブ 備考
1 FS23 田中 郁三 アンサンブルあかね白井国際特許事務所
2 GS19N 西村 功 アンサンブルあかね

(株)やまねメディカル　顧問
3 GS21N 冨田 耕右 高分子学会フェロー
4 HTOK2 荒井 利治 日立製作所　名誉顧問
5 R校長 山本 康一 洛北高校校長
6 R02 岡部 陽二 化学部
7 R03 仲西 孝夫
8 R03 西村 武 アンサンブルあかね代表、京都工芸繊維大学名誉教授、茶道裏千家専任講師(西村宗武)

9 R03 安江 朝光
10 R04 西谷 茂
11 R04 髙坂 節三 京都本部 会長 バスケットボール（財）日本漢字能力検定協会 代表理事 会長兼理事長漢検　漢字博物館・図書館　館長
12 R05 和田 文男 株式会社パソナ顧問ラグビーワールドカップ2019組織委員会　理事
13 R05 木村 喜代史 アンサンブルあかね
14 R05 岡 義剛 アンサンブルあかね
15 R05 岡 正彦
16 R05 加藤 智恵子 箏曲部 レストラン キエフ（京都で本格的なロシア料理とウクライナ料理を味わえるお店です（代表取締役R05加藤幹雄）

http://www.restaurant-kiev.com/

17 R06 佐々木 幸子  (  北村 ) アンサンブルあかね
18 R06 松井 久子 アンサンブルあかね
19 R06 加藤 文夫
20 R07 里本 道夫 バトミントン部長
21 R09 清水 洽
22 R09 鈴木 美智子 アンサンブルあかね
23 R09 中居 昭 アンサンブルあかね
24 R09 中島 正次
25 R09 野口 隆志 軟式テニス部長、スキー 一財）医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団 参事昭和大学薬学部客員教授（臨床薬学講座）
26 R09 説田 幸弘 テニス、新聞局 ブランドステン・ジャパン(株)代表取締役
27 R10 山口 征之 社外役員（常勤監査役）
28 R11 武藤 喜久雄
29 R11 勝部 一郎 軽音楽部テナーサックス、合唱部部長
30 R13 奥平 敬子  (  田川 ) バレーボール
31 R13 藤井 厚三
32 R14 浅山 和男 集い代表幹事 スキー (株)アリックス 代表取締役、保育園請求システム
33 R14 芦田 牧子 集い代表幹事

敬称略・同一年次内順不同
167名



34 R14 岡本 香奈  (  博子 ) 集い代表幹事
35 R14 津田 喜祥 集い代表幹事
36 R14 宮田 みゆき 集い代表幹事 軟式テニス
37 R14 石垣 素子  (  青木 ) 集い代表幹事
38 R14 清水 ゆかり  (  西元 ) 集い代表幹事
39 R14 本田 信子  (  髙木 ) 集い代表幹事
40 R14 小川 浩一 集い代表幹事 テニス （株）水口屋 社長
41 R14 田中 定八 集い代表幹事
42 R14 田中 均 支部長 株式会社日本総合研究所　国際戦略研究所　理事長
43 R14 吉見 雅和 集い代表幹事 柔道
44 R14 中村 敬 集い代表幹事
45 R14 綱島 美子  (  浅田 ) 集い代表幹事 筝曲部、茶道部
46 R14 吉水 禮子  (  樹下 ) 集い代表幹事
47 R14 三島 康之 京都本部　理事長 ママワーク代表肌着製造販売　ハンドメイドクラフト
48 R15 増戸 茂樹 柔道
49 R15 高見 優 テニス ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟　理事長
50 R15 田谷 利明 放送部
51 R16 佐々木 博子  (  清水 ) ダンス roco（Webラジオ「rocoと世界の留学生」プロデュース、パーソナリティ）
52 R16 今井 俊介 医学博士、奈良市立看護専門学校校長
53 R16 杉浦 美津子 アンサンブルあかね
54 R16 高見澤 裕子  (  横田 )
55 R17 高松 明 演劇部 日本スロバキア協会理事、元スロバキア大使、元キューバ大使
56 R17 佐々木 賢 ESS 横浜国立大学非常勤講師奥様R23旧姓 上野千津子とご一緒に参加
57 R18 石津 善正 副支部長
58 R18 高塚 輝三 三井不動産リアルティ(株)営業推進役
59 R18 永田 博司 生物研究会 茨城県立医療大学学長
60 R19 野田 厚 弓道
61 R19 沼田 直樹 水泳 (株)アルクデザイン一級建築士事務所　代表取締役
62 R19 阿部 和子  (  大島 )  
63 R19 宮島 季子  (  小田 )
64 R19 佐橋 美鶴  (  安藤 ) 名古屋在住
65 R19 徳永 謙一
66 R19 川井 正 生物部 内閣府　食品安全委員会　技術参与
67 R19 越田 善彦 バスケットボール (株)Air Doパイロット
68 R19 越田 雅子  (  板木 )
69 R19 植木 宣隆 副支部長 (株)サンマーク出版　代表取締役社長
70 R19 長谷川 康治



71 R19 村井 徹司
72 R19 山本 篤 (株)リネス 取締役
73 R19 小川 義憲 支部監事
74 R20 今井 秀明 アマチュア無線部 株式会社今井建築設計事務所一級建築士事務所、東京・京都の2極を中心に活動
75 R20 市田 智英 合唱部 2016年に住友商事を退職 現在無職
76 R20 小島 治久
77 R20 小俣 治子  (  田中 ) 体操・合唱部
78 R20 川谷 聡 支部事務局長 合唱部・アマチュア無線部 （株）ネオエンタープライズ　社長

NPO法人習志野第九合唱団理事長
79 R20 近藤 幹子  (  岡田 ) 合唱部
80 R20 中島 透 弓道 損保ジャパン日本興亜(株)退社
81 R20 原 龍雄 弓道 博士(学術)、元国立研究開発法人物質・材料研究機構、

(一社)サステナビリティ技術設計機構
82 R21 八田 光三郎 集い会場設営 剣道
83 R21 谷澤 一彦 集い会場設営 クラッシックギター部 日産自動車
84 R21 近藤 いつ子  (  中川 ) 集い会場設営
85 R21 淵 祐次 集い会場設営 バレーボール副部長 ジェトロ・専門家
86 R21 松村 一史 集い会場設営 ハンドボール
87 R21 香西 洋 集い会場設営 吹奏楽部 エルゴテック株式会社　本社技術管理部　嘱託
88 R21 松岡 道子  (  菅原 ) 集い会場設営
89 R21 天野 敦子  (  石田 ) 集い会場設営 舞踏部
90 R21 田中 信介 集い会場設営 アンサンブルあかね
91 R21 植木 勉 集い会場設営 日本科学技術振興財団　常務理事
92 R23 河原 禎
93 R23 河原 敏明 京都本部常任理事 京一中150周年・洛北高校70周年記念事業実行委員会 総務部会長
94 R23 溝川 正治
95 R23 連 健夫 洛北倶楽部 サッカー 建築家、(有)連健夫建築研究室 代表取締役
96 R23 冨部 久 支部会計 軟式テニス部 北三(株)　取締役
97 R23 上野 千津子 旦那様 R17佐々木賢とご一緒に参加
98 R23 浦川 哲朗 浜心ゴム株式会社
99 R24 池田 晶子  (  宇尾 ) 放送局 物理部 （NPO)21世紀協会理事長

100 R26 井出 泰子  (  服部 ) （有）グルー　取締役
101 R26 滝西 勲 剣道 （有）ホームワーク東京　取締役
102 R26 三宅 淳子  (  萩原 ) バトミントン
103 R26 土井 正己 音楽研究会 クレアブ株式会社 代表取締役社長、 

(兼務）山形大学 特任教授
104 R26 渡辺 正二 剣道、音研(バンド)

105 R26 大原 眞由美  (  楠 ) バスケットボール
106 R26 須川 慶子  (  岩﨑 ) ハンドボール
107 R26 佐々木 秀雄 文芸部 旭化成（株）　ヘルスケア研究開発センター



108 R26 末包 淳一 山岳部 ヤマハ発動機㈱
109 R26 井辻 貴之
110 R26 内貴 万里子
111 R27 桜井 智子  (  宇賀田 ) 認定NPO法人 乳房健康研究会
112 R28 山口 洋 放送部Ｐアマチュア無線株式会社保育サポート　代表取締役
113 R29 兼坂 厚子  (  中野 ) 集い司会映写 ハンドボール
114 R29 神田 淳 集い司会映写 軟式庭球音楽鑑賞 奥アンツーカ(株)東北営業所　所長
115 R29 砂本 久子 集い司会映写 硬式庭球部
116 R29 大久保 博志 集い司会映写

(有)プログレス代表取締役。簡単に自分のパートに合わせてカラオケが作れて、手軽にセッションや練習が楽しめる新しい音楽アプリ、
Session Tracks、この秋から41曲のビートルズナンバーも追加配信！http://musicstemworks.com/

117 R29 土肥 賢 集い司会映写 硬式庭球 (株)有斐閣　取締役 営業部長
118 R29 島田 顕 集い司会映写 音楽研究会 フリーランス演出家（テレビ番組・舞台）
119 R29 高山 里佳  (  坪井 ) 集い司会映写 バレーボール 徳政内科クリニック
120 R29 種田 早苗  (  山下 ) 集い司会映写 天文気象部 フヨウサキナ（美容機器販売、アフターフォロー）
121 R29 内藤 道代  (  井口 ) 集い司会映写 クラシックギター
122 R29 片山 直美 集い司会映写 バトミントン
123 R30 早藤 昌浩 ラグビー部 柔道部 アマチュア無線部 

ESS 放送局 気球部世界貿易機関 貿易政策レビュー部参事官（アジア・大洋州担当）
124 R31 石井 保之 音楽研究部 (株)日本HP

125 R31 角谷 俊彰 サッカー 三菱商事(株) いすゞ事業本部 戦略統括室
126 R31 福田 英人 サッカー （株）エスケイ　ダスキン蒲田支店
127 R31 木全 みどり  (   藤原 ) バドミントン サロネーゼ主宰。料理、フラワーアレンジメント、テーブルコーディネート、トールペイント等の指導、教室、サロン運営。
128 R31 久保 裕史 音楽研究部 (株)アーバングラフィック　専務取締役
129 R31 奥村 哲也  ㈱オータマ、㈱イー・オータマ代表取締役社長
130 R32 朝田 修務 サッカー （株）資生堂　GIC統括運営部
131 R32 大石 敦巳 新聞部  東京都港区在住
132 R33 伊砂 正幸 集い受付 日本画家、伊砂文様保持者第39回日展（日本画）特選受賞（日展入選２０回）日本橋ギャラリー：東京都中央区日本橋3-14-1新々会館ビル1階
133 R33 石井 有規  (  平波 ) 集い受付
134 R33 黒岩 美加  (  栗山 ) 集い受付 水泳
135 R33 中村 日出雄 集い受付 シオノギ総合サービス(株)

136 R33 仲林 里佳 集い受付
137 R33 滝田 真理子 集い受付 ハンドボールマネージャー パーク24(株)

138 R33 乾 泉  (  寺島 ) 集い受付 ESS部
139 R33 寺内 悟 集い受付 卓球部 株式会社野村総合研究所
140 R33 薮田 美生  (  川島 ) 集い受付 生物部美術部 非常勤講師 (帝京科学大学、都留文科大学、富士学苑高校、山梨県立都留高等学校)、 NPO法人理事 (フリースクールオンリーワン)

141 R33 水谷 真之 集い受付 日本アイ・ビー・エム(株)



142 R34 保科 篤志 剣道 ジャズギタリスト/音楽学校講師
143 R34 井本 英志 タクティ(株)トレーディング事業部
144 R34 片山 耕治 国土交通省　国土技術政策総合研究所建築研究部 建築災害対策研究官住宅研究部 住宅ｽﾄｯｸ高度化研究室長
145 R35 清水 晃 連絡係 サッカー コクヨエンジニアリング＆テクノロジー（株）取締役執行役員
146 R35 細川 信一郎 サッカー （株）アト・ワンズ 代表取締役
147 R35 熊谷 みのり 写真部 （株）宝島社
148 R35 福冨 森 ハンドボール 和らい　Japanese Art & Craft 陶磁器を中心に工芸品やその他の雑貨類を販売。神奈川県横須賀市若松町３－７、046-822-6338 

http://www.wa-ra-i.com

149 R35 宇戸 浩二 写真部 写真家
2015年 日本広告写真家協会APA AWARD優秀賞
https://www.kojiudo.com/bio/

150 R35 片山 由貴子 剣道、新聞局 博士(薬学)、株式会社ニコン 研究開発本部 主幹研究員
151 R51 上田 藍 陸上部

トライアスロン2016年世界ランク3位、千葉県を拠点に活動。ロンドン、リオ・オリンピックに出場。　オフィシャルブログ
http://ameblo.jp/ai-ueda-triathlon/館山トライアスロン大使

152 R51 坂田 洋治
(上田藍マネージャー)

日本トライアスロン連合 事務局次長
153 R51 山根 英紀

(上田藍コーチ)
NPO法人京葉インターナショナルスポーツ倶楽部　理事長日本トライアスロン連合 理事

154 R52 田中 洋平 バレーボール 株式会社日本M&Aセンター
155 R55 川越 和也 ラグビー 味の素冷凍食品(株)

156 R55 川越 和也  (  奥様 )
157 R63 藤原 晃暉 学習院大学文学部ドイツ語圏文化学科2018卒、住友建機(株)に就職
158 R63 加藤 理恵 東京外国語大学に在学中で来年度より新社会人
159 R63 中村 冴香 サイエンス部 慶應義塾大学文学部2018卒、東銀リース㈱に就職
160 団友 横山 朝子 アンサンブルあかね
161 団友 堀真 亜菜 アンサンブルあかね
162 団友 田中 敬子 アンサンブルあかね
163 団友 古河 美保 アンサンブルあかね
164 団友 松永 裕子 アンサンブルあかね
165 団友 松田 里英 アンサンブルあかね
166 団友 田中 春美 アンサンブルあかね
167 団友 貞方 和夫 アンサンブルあかね
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