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附属旭川中学校青稜会 

【歴代会長】 

    初代   山口昭光  昭和５１年～昭和５８年 

    二代   鈴木光雄    昭和５８年～平成１１年 

    三代   佐藤欽治    平成１１年～平成１７年 

   四代   吉田 威    平成１７年～平成１８年 

    五代   生駒雅彦    平成１８年～平成２９年 

  六代   生駒光宏  平成２９年～ 

 

【会則】 

第１条 本会は附属旭川中学校青稜会と称し，本部を同校内におく。 

第２条 本会は正会員と賛助会員をもって組織する。 

  １ 正会員は同校卒業生とする。ただし，同校からの転学者で入会を希望するのは正会員となるこ

とができる。 

  ２ 賛助会員は同校現・旧教官とする。 

第３条 本会は会員相互の親睦を図り，かつ母校の発展を期すことを目的とし，その目的を達成する

ために次の事業を行う。 

１ 必要に応じ「会員の集い」を開催する。 

２ 必要に応じ会誌・会報を発行する。 

３ 母校の事業を後援する。 

４ その他本会の目的を達成するのに必要な事業を行う。 

第４条 本会に次の役員をおき，その任務は次の通りとする。任期は２年とし，再任を妨げない。 

１ 会 長  １名 本会を代表し会務を総括する。正会員中より総会において選出する。 

２ 副会長  ４名 会長を補佐し，会長に事故があるときはこれを代行する。選出は１に同じ。 

３ 監 査  ２名 会務及び会計を監査する。選出は１に同じ。 

４ 常任理事 若干名 通常の会務を分担し執行する。理事の中より会長が委任する。 

５ 理 事  ３０名以内 会務を分担し執行する。会長が委嘱し，内２名は賛助会員から選出する。 

６ 幹 事 各期６名以内 各期の代表幹事１名を選出し，その者が総会の構成員となる。幹事は，

同期会員及び本部との連絡にあり，必要に応じて会務に参与する。各期からの推薦により会長

が委嘱する。 

７ 顧 問  若干名 本会の重要な事項について参与する。同校の現校長・副会長，その他必要に

応じて会長が委嘱する。 

第５条 本会の会場は次の通りとする。 

１ 総 会  必要に応じて会長が召集し，運営に関する重要な事項を協議する。構成員は幹事と

する。 

２ 常任理事会 必要に応じて会長が召集，通常の会務を協議し執行する。 

３ 理事会  必要に応じて会長が召集し，通常の会務を協議し執行する。 

第６条 必要に応じて本会に支部を置くことができる。 

第７条 本会の経費は入会金，会費，臨時費及び寄付金をもってこれにあてる。入会は正会員の入会

と同時に納入する。会費は正会員が原則として５年ごとの会誌行時に納入する。 

第８条 本会員で氏名・住所等の変更があった者はただちに幹事又は本部に連絡する。  

第９条 本会則の変更は総会の決議を要する。                      （昭和５８年２月１２日改正） 
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【会員数】          7,888 名（平成 31 年 3 月卒業 第 71 回卒業生 105 名まで） 

 

【役 員】 

○会 長  生駒 光宏（37 期）  

○副会長  山内  勇（11 期），竹内ツギ子（7 期），阿部 元一（35 期） 

○監 査  渡辺 辰夫（8 期），橋本  彬（10 期） 

○顧 問  佐藤 欽治（3 期），石塚 博規（現校長），西岡 裕英（現副校長） 

○常任理事 蓮本 国治（3 期），杉村  繁（4 期），木下 信一（5 期），村井 健男（6 期）， 

小西 神一（7 期），荒川  郁（9 期），米木 岩雄（12 期），中西 信行（12 期） 

小島大二郎（13 期），滝屋 貞之（14 期），小川 勇一（15 期），泉澤玄一郎（19 期） 

後藤 諭一（22 期），阿部 竜彦（28 期），岸本  希（41 期） 

○理 事  相場 孝子（2 期），広瀬野百合（5 期），杉村  勇（6 期），鳥本三和子（6 期） 

森山 昌彦（7 期），神内 良幸（8 期），庄司 和晴（17 期），根本  彰（18 期） 

長門 幸一（19 期），紙谷 博朗（20 期），高橋  真（20 期），本多 博行（21 期） 

今村千雅子（22 期），北沢 克康（22 期），永井 和規（22 期），生駒 雅彦(22 期) 

今村  伸（23 期），川田 智美（24 期），田崎 由紀（27 期），高 喜久雄（31 期） 

○幹 事 

1 期(S24 卒) 高橋 武利(B) 竹内みどり(B) 

 2 期(S25 卒) 杉浦 達男(A) 市川 圭子(A) 山田 隆俟(B) 川島 陽子(B) 

 3 期(S26 卒) 坂田 澄子(B) 蓮本 国治(A) 鈴木 光雄(A) 引地 一子(A) 

  4 期(S27 卒) 川原 俊男(B) 筒井 和子(B) 杉村  繁(A) 

  5 期(S28 卒) 三津橋 彪(A) 津木  哲(A) 広瀬野百合(B) 伊藤千恵子(B) 

  6 期(S29 卒) 杉村  勇(B) 熱田 悦子(B) 鳥本三和子(A) 

  7 期(S30 卒) 森山 昌彦(B) 小西 紳一(B) 田中 弘子(A) 竹内ツギ子(A) 

  8 期(S31 卒) 森田 茂紀(A) 神内 良幸(A) 大沼百合子(B) 渡辺 辰夫(B) 

  9 期(S32 卒) 赤松 秀寿(A) 石橋 章子(A) 竹林 正俊(B) 渡辺 典子(B) 

10 期(S33 卒) 三箇 道雄(B) 小中 洋三(A) 橋本  彬(B) 

11 期(S34 卒) 伊東 秀晢(B) 土田 信子(A) 立石須佐子(B) 井村 紘神(B) 

12 期(S35 卒) 米木 岩雄(A) 遠藤  剛(A) 工藤  信(B) 

13 期(S36 卒) 菊地 初男(A) 小島 大璽(A) 大居 重久(B) 赤坂 早苗(B) 

14 期(S37 卒) 滝屋 貞之(A) 神田 正彦(B) 佐藤 誠吾(B) 辻  景子(A) 

15 期(S38 卒) 市川  徹(A) 大澤 道代(A) 小川 勇一(B) 田中 良枝(B) 

16 期(S39 卒) 森下 孝一(B) 小川 正子(A) 尾見美和子(B) 霜村 純一(A) 

17 期(S40 卒) 杉田 保憲(A) 青木 裕子(A) 本郷 洋一(B) 山田志織利(B) 

18 期(S41 卒) 林   功(A) 小林 英一(B) 根本  彰(A) 宮下 光一(A) 

19 期(S42 卒) 田澤 光則(B) 三好 敏之(B) 岩脇 泰子(B) 長門 幸一(A) 

20 期(S43 卒) 加藤 省治(B) 山田  剛(B) 山崎 孝子(B) 紙谷 博朗(B) 

21 期(S44 卒) 斎藤 宣訓(A) 鈴木しおり(B) 本多 博行(A) 安達真智子(B) 

22 期(S45 卒) 北沢 克康(B) 今村千雅子(B) 生駒 雅彦(A) 

23 期(S46 卒) 紙谷 雅朗(B) 木村 公俊(B) 齊藤 厚幾(B) 

24 期(S47 卒) 伊藤 博史(A) 小門 睦子(A) 岡崎 一裕(B) 川田 智美(A) 

25 期(S48 卒) 丘島 悦広(B) 菅原喜代美(B) 
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26 期(S49 卒) 鎌田 優子(B) 井須 洋子(B) 大谷 則史(A) 松井  徳(A) 

27 期(S50 卒) 佐藤 文子(A) 林  健一(A) 田崎 由紀(B) 

28 期(S51 卒) 三橋 豊(A) 加葉田 祥子(B) 栗本 弘恵(B) 高 優美(C)  橋本 志誉里(C) 

29 期(S52 卒) 中村 聡子(A) 橋本 仁美(A) 下山 貴子(B) 斎藤 滋(B) 角地 美津子(C) 

 立田 昭代(C) 

30 期(S53 卒) 杉山 正(A) 高嶋 朋子(A) 及川 勝也(B) 平田 久美(B)  瀬戸 肇(C) 

       橋本恵美子(C) 

31 期(S54 卒) 小柴 美保(A) 長谷 一哉(B) 広瀬 佳子(B) 小林 洋一(C) 

32 期(S55 卒) 高田 真弓(A) 及川 裕二(A) 武田 聡(B)  野村 裕子(B) 吉田 美佳(C) 

       沢田 恵美(C) 

33 期(S56 卒) 大島 美保(A) 東藤 義文(B) 高石 好美(B) 長谷川真澄(B) 佐竹 典子(C) 

 谷 あけみ(C) 

34 期(S57 卒) 島倉 亮子(A) 角地 祐幸(A) 芝木泰一郎(B) 中田由佳子(B) 木内 昌俊(C) 

 佃 和子(C) 

35 期(S58 卒) 田渕 純一(A) 広瀬 恵(A) 箕浦 真人(B) 小関 純枝(B) 西 一哉(C) 

 藤城 珠里(C) 

36 期(S59 卒) 竹田 修志(A) 力山亜由美(A) 遠藤  仁(B) 上林 英樹(C) 

37 期(S60 卒) 岩本 啓鋭(A) 三津橋佳子(A) 白瀬 浩児(B) 松田 有美(B) 久保田次郎(C) 

 岡崎加代子(C) 

38 期(S61 卒) 内山  昇(A) 小島真由子(A) 高橋 茂之(B) 設楽 美香(B) 佐藤 文俊(C) 

 橋本真由美(C) 

39 期(S62 卒) 荻生秀一郎(A) 永村 良子(A) 大沼 一広(B) 上島しのぶ(B) 中内 智章(C) 

 生稲真実子(C) 

40 期(S63 卒) 菊原 雅仁(A) 岩城 恵子(A) 清末 有宏(B) 田中麻里子(B) 杉山 学(C) 

 辻  靖子(C) 

41 期(H 元卒) 田澤真之介(A) 煙山 真由(A) 青砥 友宏(B) 池田 陽子(B) 菅原 正人(C) 

42 期(H2 卒)  相木 正睦(A) 荒木智由紀(A) 赤松 昌輝(B) 青木久美子(B) 飯塚 穏匤(C) 

 伊藤 靖恵(C) 

43 期(H3 卒)  相澤 兵俊(A) 安藤 聡子(A) 市川 秀樹(B) 青木 久美(B) 安藤 瑞生(C) 

 井出 夏代(C) 

44 期(H4 卒)  赤澤 雅宏(A) 石尾恵里子(A) 五十嵐 岳(B) 今津 陽子(B) 石田 匠(C) 

 荒木 善美(C) 

45 期(H5 卒)  朝野 純一(A) 青木里絵子(A) 五十嵐大輔(B) 青木 規子(B) 青 絵理子(C) 

46 期(H6 卒)  井出 典数(A) 阿部 祐子(A) 石崎 寛幸(B) 岩沢 慶子(B) 大柴健太郎(C) 

  池嶋 陽子(C) 

47 期(H7 卒)  山田 拓也(A) 東郷 充子(A) 高橋 利規(B) 森口 賢一(C) 矢崎 笑美(C) 

48 期(H8 卒)  伊藤 悟志(A) 今井かよみ(A) 阿部 元気(B) 浅田 衣恵(B) 伊藤 修平(C) 

   佐川 朋世(C) 

49 期(H9 卒)  金見 知幸(A) 山口 晶子(A) 原岡  翔(B) 丹野 瑞絵(B) 今村 僚太(C) 

 三宅真理子(C) 

50 期(H10 卒) 河端 秀賢(A) 原田  侑(A) 渡辺 真至(B) 高桑 亜衣(B) 森田 順平(C) 

 山口亜希子(C) 
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51 期(H11 卒) 高橋 仁幸(A) 小黒 杏子(A) 篠永 知樹(B) 田中 裕子(B) 及川 秀敏(C) 

 中本 絵麻(C) 

52 期(H12 卒) 武田安樹郞(A) 西尾 有佐(A) 辻  丈史(B) 箭原 妙実(B) 小笠原昂広(C) 

 吉田  歩(C) 

53 期(H13 卒) 楠井 五月(A) 川田 彩加(A) 富岡 直也(B) 石平 彩乃(B) 高金  良(C) 

 高畠 香織(C) 

54 期(H14 卒) 藤本 翔平(A) 室井 瑞世(A) 加藤 淳平(B) 橋本 希絵(B) 小門 直弘(C) 

       柿坂沙庸理(C) 

55 期(H15 卒) 池田 亮介(A) 高金沙也加(A) 小林 和博(B) 中川亜沙美(B) 杉山  悟(C) 

      髙木 由衣(C) 

56 期(H16 卒) 吉田祐太郎(A) 寺島 陽香(A) 沼田 直哉(B) 鍛冶澤 光(B) 森山 寛也(C) 

 金井 真美(C) 

57 期(H17 卒) 堀川謙太郎(A) 小倉 美聡(A) 大荷 拓朗(B) 金川依莉子(B) 松田  大(C) 

 中村 彩夏(C) 

58 期(H18 卒) 青木  優(A) 渡邊 風佳(A) 泉澤 知宏(B) 増山しおり(B) 高屋敷亮太(C) 

 小笠原菜音(C) 

59 期(H19 卒) 矢口 賢臣(A) 大島 有紗(A) 盛永 昌太(B) 高野 沙紀(B) 真下 貴伎(C) 

 高邑  迪(C) 

60 期(H20 卒) 石田  肇(A) 中江 有希(A) 西垣  宙(B) 奥村 侑加(B) 玉井捷太郎(C) 

 坂上  碧(C) 

61 期(H21 卒) 祖父江拓人(A) 千野瑛里奈(A) 江夏慎太朗(B) 中村明日香(B) 阿部 和也(C) 

 西田ひかり(C) 

62 期(H22 卒) 江夏  健(A) 藪下  縁(A) 今野  駿(B) 真口 遼香(B) 藤井 大翔(C) 

 渋谷 美香(C) 

63 期(H23 卒) 宮崎 翔平(A) 三浦 舞子(A) 勝瀬 駿太(B) 井内 亜美(B) 工藤 航平(C) 

 八田 美夕(C) 

64 期(H24 卒) 田中瑶一朗(A) 増茂 希実(A) 北濱 孝大(B) 小林 乃女(B) 上坂 玄(C) 

 西田 えり(C) 

65 期(H25 卒) 間藤 昂允(A) 吉田 彩乃(A) 淤見信大郎(B) 高橋 菜歩(B) 菅原 啓生(C) 

  伊藤 梨奈(C) 

66 期(H26 卒) 稲場 凌也(A)  ロングジェシカ波輝(A) 照山 遥己(B) 堀川菜々花(B) 

 佐藤 完哉(C) 志賀 美波(C) 

67 期(H27 卒) 山下 雄大（A） 菊地 玲名(A)  籠川 穂高(B) 松本 彩伽(B)  阿野 泰河(C) 

笠松 真生(C) 

68 期(H28 卒) 須川 龍(A)  渡部ありさ(A) 古髙 雅也(B) 横井 小雪(B) 込山 龍(C) 

古川 華子(C) 

69 期(H29 卒) 泉  直樹(A) 横田 真希(A) 林 千太郎(B) 佐藤美彩希(B) 島田 知季(C) 

大熊菜亜那(C) 

70 期(H30 卒) 秋山 龍輝(A) 細野 夏子(A) 齊藤 凜(B) 菅 きらり(B) 佐藤 響(C) 

 梶浦 くるみ(C) 

71 期(H31 卒) 田下 敦則(A) 大西 柚菜(A) 濱田 泰誠(B) 石塚 彩音(B) 上村 琉生(C) 

       浅間 菜那(C) 


