
1999年度以前の卒業生

何か情報がございましたら、学校TEL.0263-46-0555までお寄せください。
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2000年度卒業生

クラス 生徒名 備考
普通コース 守屋　悟 主将
普通コース 大池　純
普通コース 岡崎　翔
普通コース 田伏将先

食物科 上村繁信
普通コース 今釜さや香 マネージャー
普通コース 忠地和美 マネージャー
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2001年度卒業生

クラス 生徒名 備考
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2002年度卒業生

クラス 生徒名 備考
普通コース 矢ノ口泰史 主将
普通コース 小松　憂圭

大学進学コース 木藤　隆介
普通コース 勝野　裕介
普通コース 林　匠
普通コース 三澤　宏朗
普通コース 矢沢　竜司
普通コース 竹村　真吾

食物科 柳沢　一範
大学進学コース 笠井　嘉時
大学進学コース 畑中　淳一
大学進学コース 増澤　直樹
大学進学コース 百瀬　祐輔

普通コース 田島　佳代 マネージャー
食物科 中井　由美 マネージャー
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2003年度卒業生

クラス 生徒名 備考
大学進学コース 逸見　浩明 主将
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2004年度卒業生

クラス 生徒名 備考
普通コース 青柳　裕 主将
普通コース 船坂　浩司
普通コース 斉川　洋平
普通コース 横内　利彰
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2005年度卒業生

クラス 生徒名 備考

普通コース 根橋洸太朗 主将
普通コース 阿部　源
普通コース 酒井雄一朗
普通コース 矢口　晃

食物科 仲田　浩明
食物科 柳澤　寛之

大学進学コース 麻和　拓真
普通コース 福井　麻巳 マネージャー
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2006年度卒業生

所属 氏名 備考

普通コース 平林　愛 マネージャー
食物科 小澤　香織 マネージャー
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2007年度卒業生

所属 氏名 備考

普通コース 有賀　裕樹
普通コース 佐瀬　拓巳 主将

大学進学コース 若狭　太良
大学進学コース 小坂　俊洋
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2008年度卒業生

所属 氏名 備考

普通コース 東間　健太
食物科 田中　央志 OB会長

普通コース 今井　郁郎 主将
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2009年度卒業生

所属 氏名 備考

普通コース 有賀　巧
普通コース 杉山　貴之
普通コース 鈴木　豊 主将

大学進学コース 伊藤　翼
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2010年度卒業生

所属 氏名 備考

総合進学コース 市川　恭平
総合進学コース 大原　康昌
総合進学コース 丸山　亘

スポーツサイエンスコース 中山　裕晶 主将
食物科 瀧澤　豊
食物科 小松　沙也香 マネージャー
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2011年度卒業生

所属 氏名 備考

スポーツサイエンスコース 池田　朗
総合進学コース 洞口　亮汰
総合進学コース 草間　拓也

食物科 小木曽亮太 主将
食物科 尾関　亮

ＳＳ大学進学コース 高山　侑己
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2012年度卒業生

所属 氏名 備考

スポーツサイエンスコース 藤田　尚輝
スポーツサイエンスコース 中野　雄也

総合進学コース 金銅　芳和 主将
総合進学コース 羽山　悠太

スポーツサイエンスコース 百瀬　賢志
総合進学コース 丸山　成美 マネージャー
総合進学コース 福嶋　紗絵 マネージャー
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2013年度卒業生

所属 氏名 備考
総合進学コース 塩谷　健太
総合進学コース 湯田坂武蔵
総合進学コース 有賀　達哉

スポーツサイエンスコース 上條　亮太
総合進学コース 高田　響 主将
総合進学コース 宮下　武樹
総合進学コース 中野　魁
総合進学コース 冬木　幹也

食物科 上田　拓也
ＳＳ大学進学コース 上條　最央
ＳＳ大学進学コース 宮島　優太
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2014年度卒業生

所属 氏名 備考
総合進学コース 島嵜温史 主将
総合進学コース 中坪　謙
総合進学コース 岡江淳太

スポーツサイエンスコース 荒深直樹
総合進学コース 泉　拓夢
総合進学コース 内川貫太
総合進学コース 木下陽介

食物科 関　航大
ＳＳ大学進学コース 北原啓伍

総合進学コース 金山聖尚 マネージャー
総合進学コース 千村優香 マネージャー
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2015年度卒業生

所属 氏名 備考
総合進学コース 赤羽　将
総合進学コース 小松千寛

スポーツサイエンスコース 名取舜平
スポーツサイエンスコース 福嶋涼太 主将
スポーツサイエンスコース 藤田雄登

総合進学コース 三村英俊
スポーツサイエンスコース 内山旺典

総合進学コース 塩原　格
スポーツサイエンスコース 宮澤拓実
スポーツサイエンスコース 青木　匠

総合進学コース 坂本優城
スポーツサイエンスコース 續木海里
スポーツサイエンスコース 中村陽樹

総合進学コース 橋倉駿平
食物科 加藤大河
食物科 小林勇斗

ＳＳ大学進学コース 竹内　努
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2016年度卒業生

所属 氏名 備考
総合進学コース 伊藤翔太郎
総合進学コース 佐藤嵩大

スポーツサイエンスコース 塩川将矢
スポーツサイエンスコース 山田和真
スポーツサイエンスコース 宇佐見大雅
スポーツサイエンスコース 加藤唯人
スポーツサイエンスコース 小城奏太

総合進学コース 佐々木凌也
スポーツサイエンスコース 清水昌行

総合進学コース 林　泰生 主将
スポーツサイエンスコース 星　祐希

総合進学コース 小松怜也
食物科 田中礼騎
食物科 橋場大幸
食物科 平田　楓

総合進学コース 山田愛美 マネージャー
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2017年度卒業生

所属 氏名 備考
スポーツサイエンスコース 野田龍志
スポーツサイエンスコース 丸谷恒心

総合進学コース 吉田　開
総合進学コース 阿部宗次郎

スポーツサイエンスコース 荒川海斗
美術工芸コース 小澤大嘉
総合進学コース 高野準希
総合進学コース 髙橋勇介

スポーツサイエンスコース 藤原圭瑚
総合進学コース 増澤陸斗

スポーツサイエンスコース 松井紘儀
総合進学コース 松本竜弥
総合進学コース 栁原竜希

スポーツサイエンスコース 小林ケリム正樹 主将
総合進学コース 傳田奨悟
総合進学コース 西山瑠斗
総合進学コース 室井洸太

スポーツサイエンスコース 矢島　諒
総合進学コース 山本航平

スポーツサイエンスコース 小笠原千尋
スポーツサイエンスコース 小貫　翼

総合進学コース 工藤圭吾
総合進学コース 相馬幸育
総合進学コース 洞澤　旭
総合進学コース 松崎貴史
総合進学コース 丸山良太

食物科 北原晴仁
ＳＳ大学進学コース 高山優作
ＳＳ大学進学コース 宮嵜　渚

総合進学コース 宮坂あみ マネージャー
ＳＳ大学進学コース 百瀬かなう マネージャー
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2018年度卒業生

所属 氏名 備考
スポーツサイエンスコース 一色渓介
スポーツサイエンスコース 樺澤卓磨
スポーツサイエンスコース 小松生邑

総合進学コース 髙山大輝
総合進学コース 中村健人
総合進学コース 藤村　滉

スポーツサイエンスコース 宮下翔伍
総合進学コース 阿部勇司
総合進学コース 有馬大地
総合進学コース 犬飼昇吾

スポーツサイエンスコース 関　大成
スポーツサイエンスコース 中澤優斗
スポーツサイエンスコース 中島啓至

総合進学コース 水谷光希 主将
スポーツサイエンスコース 大栁蒼生

総合進学コース 關　大千
総合進学コース 西山周翼

スポーツサイエンスコース 平林　蓮
スポーツサイエンスコース 望月龍介

総合進学コース 和賀慎太郎
食物科 淺村勇斗
食物科 前田桂甫
食物科 外谷健祐
食物科 山田一貴

総合進学コース 原　薫子 マネージャー
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2019年度卒業生

所属 氏名 備考
総合進学コース 大久保史也

スポーツサイエンスコース 大野佑輔
スポーツサイエンスコース 岡田海斗

総合進学コース 岡本啓暉
総合進学コース 神澤雅俊
総合進学コース 木下創太

スポーツサイエンスコース 佐原陽介
スポーツサイエンスコース 白井大心
スポーツサイエンスコース 西保木綾真

総合進学コース 松崎憶人
総合進学コース 宮原　彪
総合進学コース 吉田堅迅
総合進学コース 阿部育良
総合進学コース 北原昇悟

スポーツサイエンスコース 柴田潤哉
スポーツサイエンスコース 玉田航太
スポーツサイエンスコース 千野子竜
スポーツサイエンスコース 長手大樹

総合進学コース 増田孝太
スポーツサイエンスコース 矢羽千弥
スポーツサイエンスコース 青柳透雄
スポーツサイエンスコース 遠藤光真
スポーツサイエンスコース 岡本博貴
スポーツサイエンスコース 高橋明日暉

総合進学コース 中川真元 主将
食物科 竹内駿介

SS大学進学コース 山本　丈
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2020年度卒業生

所属 氏名 備考
専修学術系統 伊藤　翼
専修学術系統 井波皓暉
専修学術系統 宇佐見駿己
専修学術系統 大堀光毅
専修学術系統 岡庭悠真
専修学術系統 尾日向来夢
専修学術系統 小山田那瑠
専修学術系統 小林崇祐
専修学術系統 竹村遼人
専修学術系統 田村琢磨
専修学術系統 中村友樹
専修学術系統 原田　駿
専修学術系統 牧野息吹
専修学術系統 増澤直哉 主将
専修学術系統 松田龍之介
専修学術系統 水上祐一
専修学術系統 鷲澤　晴

スポーツサイエンスコース 伊東晃生
スポーツサイエンスコース 大友翔太
スポーツサイエンスコース 大野　潤
スポーツサイエンスコース 髙山樂人
スポーツサイエンスコース 田中　仁
スポーツサイエンスコース 内藤　歩
スポーツサイエンスコース 根津涼哉
スポーツサイエンスコース 橋本慎太郎

食物科 西澤真琴 マネージャー
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2021年度卒業生

所属 氏名 備考
専修学術系統 秋廣柊吾
専修学術系統 有賀健太
専修学術系統 伊藤龍生
専修学術系統 今村凜太郎
専修学術系統 奥田航成
専修学術系統 上條智憂
専修学術系統 神山　優
専修学術系統 神戸駿輝
専修学術系統 齊藤　望
専修学術系統 柴宮希和
専修学術系統 中嶋太稀
専修学術系統 原　響汰
専修学術系統 堀内詢平
専修学術系統 水本春輝
専修学術系統 宮﨑修平
専修学術系統 宮嵜裕毅
専修学術系統 宮下大起

スポーツサイエンスコース 青木天虎 主将
スポーツサイエンスコース 稲村　碧
スポーツサイエンスコース 内久根太陽
スポーツサイエンスコース 大澤柊介
スポーツサイエンスコース 木内大稀
スポーツサイエンスコース 久保田豪人
スポーツサイエンスコース 児玉潤平
スポーツサイエンスコース 髙津佑太
スポーツサイエンスコース 手塚琉盛
スポーツサイエンスコース 登内聖人
スポーツサイエンスコース 浜　伶成
スポーツサイエンスコース 米山大空
スポーツサイエンスコース 山本唯人

食物科 中澤柊二
総合学術系統 高野彩花 マネージャー

食物科 阿部清美 マネージャー
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