
石桜同窓会役員・理事名簿 ＜NO1>
※ 平成28年９月現在

名誉会長 三　田　義　之

名誉顧問 村　井　伸　吾

顧　問 足　澤　　　至（旧15）

  〃 西在家　　　寛（旧18）

  〃 池　口　杜　孝        

  〃 下河原　善嗣郎（新５）

  〃 竹　花　國　夫（新８）

  〃 菊　地　治　雄（新10）

会　長 小枝指　　　博（新９）

副会長 村　井　紀　之（新18）

　〃　  武　藤　正　吾（新14) 

　〃 　 下河原　大　希（新36）

会　計 下河原　大　希（新36）

監　事 小苅米　淳　一（新13) 

  〃 中　村　栄　孝（新14）

  〃 見　世　久　也（新16）

※
旧　制
１４回

１５回 金　澤　源　一 

１６回 福　士　俊　朗
１７回前

１７回後 大　坪　幸　平

１回 野　村　　　誠

２回 井　藤　　　博

３回 野　崎　生　一

４回 岩　動　和　雄

５回 本　堂　　　顕

６回 宇夫方　康　夫

７回 坂　本　義　邦

８回 井　上　保　雄

９回 太　田　和　夫

１０回 佐々木　利　之

１１回 小　原　幸　司

１２回 吉　田　徳　三

１３回 斉　藤　富　夫

１４回 武　藤　正　吾

１５回 上　野　吉　晨

１６回 越　戸　國　雄

１７回 二　上　憲　育

１８回 熊　谷　憲　治

１９回 難　波　保　夫

各回生・理事名簿

役員名簿

新　制



石桜同窓会役員・理事名簿 ＜NO2＞
※

２０回 熊　谷　鉄　郎

２１回 宮　澤　俊　次

２２回 村　谷　　　繁

２３回 村　上　　　修

２４回

２５回 平　野　嘉　男

２６回 佐　藤　　　隆

２７回 金　谷　純　一

２８回 佐々木　伸　郎

２９回 村　田　豊　和

３０回 吉　田　直　弘

３１回 狐　崎　一　彦

３２回 花　坂　雄　也

３３回 根　田　　　晃

３４回 川　村　真　治

３５回 國　枝　康　彦

３６回 藤　田　繁　樹

３７回 金　子　眞　也

３８回 村　木　一　廣

３９回 工　藤　淳　一

４０回 須　賀　律　人

４１回 大久保　卓　也

４２回

４３回 田　中　紀　大

４４回 中　村　宏　幸

４５回 釜　崎　　　覚

４６回 村　井　智　紀

４７回 佐々木　繁　吉

４８回 波　紫　裕　司

４９回 村　田　　　猛

５０回 平　賀　清　磨

５１回 日　影　直　人

５２回 中　原　啓　士

５３回 伊　藤　大　喜

５４回

５５回 佐　藤　圭　一

５６回 佐々木　弘　樹

５７回

５８回 佐々木　裕太郎

５９回 田　代　翔　平

６０回 鎌　田　知　希

６１回 中　村　公　紀

６２回 三　浦　伊　織

６３回 阿　部　恒　篤

６４回 佐　藤　德之進

６５回 菅　原　健太郎

６６回 田　沼　優太郎

６７回 池　田　勝　紀

６８回 菊　池　和　樹

理事名簿



石桜同窓会役員・理事名簿 ＜NO3＞
※

久　慈 

宮　古 伊　藤　勢　至

山　田 立　花　正　男

大船渡・陸前高田・住田

　　　　　 米　谷　春　夫

雫　石 佐々木　利　之

岩　泉 八重樫  隆  介

紫　波 長谷川　良　久

八幡平 丹  内  禅  海

県　庁 新　里　　　篤

市役所 中　村　　　一

医　大 岡　田　伸　男

歯科医師 田　中　健　一

岩手県警 佐々木　善　敏

盛岡消防 瀧　本　春　彦

ＮＴＴ 高　橋　重　幸

川　徳 戸　澤　宏　幸

繋 佐　藤　義　正

信　金 村　井　　　真

日　大 高　橋　保　夫　　　　　

東　京 前　関　邦　明

仙　台 横　田　英　司
盛岡市場石桜会 藤　田　雄　平

ＪＣ石桜会 井　上　成　一

石桜ゴルフ 吉　田　正　夫

※

卓  球 佐々木　昭　則

ソフトテニス 熊　谷　鉄　郎

野　球 武　蔵　　　護

柔　道 佐　藤　正　俊

剣　道 川　又　勝　見

水　泳 中　村　　　轟

ラグビー 武　蔵　　　槇　　　　

バレーボール 山　岸　宏　典

バスケット 七木田　一　善

体　操 小　山　亥一郎

ホッケー 日野岳　唯　照

ハンドボール 宮　永　弘　守

          泉  沢  則  夫

将　棋 吉　田　光　晴

テニス 本　多　好　郎

吹奏楽 菊　池　　　浩　　　

スケート 杉　江　宏　司

事務局 中山　泰志（新３９回）　杉村　克明（新４２回）　　髙橋　圭滋（新６０回）

クラブOB会・代表名簿

各支部（地区・職場）・代表名簿



石桜同窓会常任理事名簿
※ 常任理事

会　長(新９) 小枝指　　　博
副会長(新18） 村　井　紀　之
〃(新14) 武　藤　正　吾
〃(新36) 下河原　大　希
旧１７回後 大　坪　幸　平
新　１回 野　村　　　誠
新　９回 赤　澤　征　夫
新１６回 越　戸　國　雄
新１９回 中　村　　　一
新２１回 明　戸　　　均
新２２回 桑　原　伸　行
新３１回 菅　原　一　也
新４５回 前　野　純　一
新６１回 中　村　公　紀

※ 事務局
３９回 中　山　泰　志
４２回 杉　村　克　明
６０回 髙　橋　圭　滋

常設委員会名簿
※

委員長 村　井　紀　之
副委員長 桑　原　伸　行
委　員 下河原　大　希
　 須　賀　律　人

※ 財務委員
委員長 下河原　大　希
副委員長 越　戸　國　雄
委　員 野　村　    誠
　 明　戸　　均
　 中　村　公　紀

※ 事業推進委員会
委員長 武　藤　正　吾
副委員長 大  坪  幸  平
委　員 上　野　吉　晨
　 菅　原　一　也

　
※ ＨＰ委員会

委員長 赤　澤　征　夫
副委員長 中　村　　　一
委員 前　野　純　一
 事務局（中山）

※
総務委員長 赤　澤　征　夫
副委員長 中　村　　　一

根　田　　晃

組織強化委員会

総務委員会



特別委員会名簿　

※ 岩手中・高等学校90周年事業対策委員会
委員長 小枝指 博会長(新９)

副委員長 武藤正吾副会長（新14)

  〃 下河原　大　希(新36)

委　員 大　坪　幸  平

　　　　　野　村　　　誠

　　　　 赤　澤　征　夫

　　　　　　　　　中　村　　　一

桑　原　伸　行

前　野　純　一

中　村　公　紀

※ 同窓会名簿管理委員会
委員長 村井紀之副会長(新18)

委　員 中　村　　 一（新19）

事務局 岩手高校内

中　山　泰　志

※ クラブ振興委員会
委員長 小枝指 博会長(新９)

副委員長 村井紀之副会長(新18)

  〃 武藤正吾副会長（新14)

  〃 下河原大希副会長（新36）

委　員 桑　原　伸　行

事務局 岩手高校内

中　山　泰　志

杉　村　克　明

髙　橋　圭　滋


	石桜同窓会役員・理事名簿①②
	石桜同窓会役員・理事名簿 ・地区職場・クラブ代表③
	石桜同窓会常任理事名簿④
	特別委員会（90周年・名簿・クラブ振興）⑤

