
全１８回 全２９回 全３２回 塩谷　隆英 伊藤　眞一 田辺　信彦 嘉山　孝正
西島　一光 上柳　善隆 秋山　泰雄 須藤　容一 石井　はるみ 田辺　吉久 小池　健一
全１９回 髙山　恕 磯矢　征二 杉浦　廣 岩井　勝 長谷川　隆寛 小林　洋子
川上　洸 中村　正 岡本　伸 関　洋子 大宅　尚武 松川　和子 重松　利幸
全２０回⑤ 西口　雅彦 狩野　庄吾 外岡　豊穂 大輪　玲子 松田　暁子 諏訪　英治
青木　悠 浜田　宏一 隈元　光太郎 橋本　宏 風早　直志 皆川　龍司 戸名　仁
丸茂　長幸 全３０回 近藤　節夫 平塚　喜郷 勝田　厚 宮原　青子 長沼　徹
全２０回④ 井上　武 斎間　勝 松島　誠一 菊田　稔 森崎　昇治 秦野　寛
植木　俊一 井口　昌彦 須藤　修司 水品　正博 北爪　靖彦 山口　令子 山口　法丸
中垣　秀昭 稲葉　清毅 鈴木　達也 柳川　祥子 後藤　次郎 全４１回 渡辺　伸明
廣井　清智 浦山　和雄 鈴木　宗夫 𠮷越　勝之 櫻井　信子 相羽　克治 全４４回
堀江　昭 遠藤　明夫 田中　厚一郎 全３６回 新海　勝夫 青木　伸一 石川　滋
全２１回 遠藤　宏 武田　昭 相澤　益男 末木　重樹 伊通　元康 市村　豊
端山　保雄 大川　壽一 中西　準子 浅井　延彦 田島　義隆 池田　雄二郎 今井　隆策
全２２回 加藤　博通 野口　忠道 井上　孝 田中　英雄 上原　由起夫 内田　直生
桑田　孝 門倉　修一 波多野　康男 飯野　光吉 田辺　邦子 木村　孝雪 恵良　隆二
関野　和夫 蟹江　五月 林　龍代 池田　輝生 高橋　愼治 小林　純二郎 太田　励
全２３回 木戸　美代子 牧野　力 市川　義昭 辻　　健次郎 古口　博一 金田　昭
金井　政幸 木下　啓 名井　協 伊藤　諦子 中里　尭 鈴木　和臣 近藤　潤
全２４回 見学　信敬 矢板　安彦 内海　暎郎 並河　一道 武谷　雄二 牛腸　英子
松原　明 小林　照弘 山口　重裕 小方　武雄 原田　國男 玉木　真理子 佐野　元昭
全２５回 篠山　早苗 山田　勉 荻野　玲 馬場　誠一郎 林　　弘明 佐藤　光良
狩野　芳一 清水　洋一 全３３回 片岡　弘道 三宅　朝太郎 福島　久雄 柴　　洋二郎
全２６回 鈴木　滋 赤津　侃 蒲　　哲夫 村松　康充 藤原　澄丸 鈴木　康治
近藤　直行 清田　安孝 江崎　眞幸 工藤　道雄 安永　俊次 増田　まゆみ 筒井　廣明
齋藤　榮 竹内　康雄 大串　兎紀夫 小嶋　心一 若林　丈人 森川　高志 内藤　廣
鈴木　陽一郎 露木　実 篠田　朗彦 渋谷　千恵麿 全３９回 山田　貢 平山　裕
平塚　英一 東地　宏祐 曽根　泰夫 鈴木　克洋 赤木　圭子 全４２回 室町　正志
廣瀬　肇 二宮　毅 瀧澤　邦好 関口　重雄 井本　憲邦 荒牧　幹人 全４５回
藤井　淳 庭屋　恵一 平野　勲 田中　幹男 石渡　信行 飯田　裕三 相澤　誠
三井　恕 彦坂　昭 山田　昌彦 多田　煇典 入江　泰彦 入村　達郎 浅倉　泰
八十島　唯一 平川　慶次郎 全３４回 竹内　鞠子 植木　貞夫 小野　正典 井上　憲二
矢崎　英之 古谷　敏夫 伊藤　直彦 塚本　実 尾島　巖 大川　正直 小川　高晴
山崎　善弥 松田　生子 池田　元久 富田　篤 大石　侊弘 河西　純一 小沢　直樹
山田　時男 松村　高男 石井　正一郎 内藤　洋治 大澤　孝征 北島　邦夫 大石　恒夫
湯山　昭 村上　智昭 石井　喬 中山　建三 岡本　行夫 倉田　南保子 岡田　和信
吉居　時哉 山口　十藏 大槻　操 伏見　与志樹 門田　庄之助 小山　良夫 釼持　昌弘
脇村　春夫 山口　洋一 太田　尚樹 松中　健治 金田　秀昭 酒井　博人 小池　裕
全２７回 全３１回 小松　重和 松平　隆光 小泉　親昂 雑賀　邦行 鯉沼　眞理子
伊東　洋 石田　敬 小山　巌 丸屋　喬 近藤　誠一 柴田　進 佐藤　雅一
飯田　亮 内海　恒雄 後藤　伸爾 栁川　光子 杉崎　肇 白石　和行 坂本　洋
石原　慎太郎 落合　輝一 後藤　隆人 全３７回 鈴木　毅 杉山　伸也 鈴木　徹
木村　克 嘉納　秀明 篠田　有子 石渡　哲男 冨田　改 関野　和義 鈴木　英彦
澤田　秀男 神沼　克伊 田所　誠三 大貫　隆生 野尻　武生 髙橋　昇 鈴木　正明
清田　育男 北畠　恭子 高橋　宏幸 岡林　馨 堀　章彦 長谷川　貴昭 曽我　慎一
比企　能樹 小牧　元 瀧来　佐穂 加藤　邦明 堀口　みゆき 樋口　道代 田口　玲子
安田　光一 近藤　紀男 早野　勝徳 加藤　三尋 丸山　紘史 堀　　英雄 髙橋　成和
横溝　雅夫 酒井　恒介 日野　紘一 奈倉　平三郎 柳谷　亮子 間宮　照雄 豊田　芳子
和田　一夫 鈴木　孝宣 富士川　義之 中村　哲也 吉原　晃 矢澤　一良 中山　義介
全２８回 武智　昭 船山　信子 西村　忠良 全４０回 山本　正人 長谷川　博史
木島　英夫 内藤　浩和 𠮷川　精一 長谷川　孝 足立　勲一郎 山村　芳雄 原田　優子
栗田　敦子 中西　功 全３５回 平田　幸雄 伊藤　恭子 全４３回 林　　直也　
雑喉　良祐 葉山　水樹 小田切　聰 間宮　三郎 池田　周一 阿部　正夫 細田　高男
鈴木　健次 早瀬　岳雄 片岡　久興 松井　都紀子 今井　正彦 石原　裕 松本　千鶴
関町　肇 古川　深志 川勝　暉生 全３８回 内田　正己 茨木　茂 松矢　加代子
永野　緑三 本多　義人 熊澤　誠吾 足助　郁子 小倉　正道 内山　常雄 山口　財申
橋本　卓爾 松井　洋子 黒沢　宏子 雨宮　公雄 大山　哲 小田切　壽三 山田　喜美子
早坂　邦希 宮代　彰久 小林　敏雄 井上　振華 河合　恒二 岡崎　雅好 吉田　健
一柳　二郎 渡辺　浩行 齋藤　勝洋 井関　宏介 鬼原　芳枝 岡本　康英
深澤　高 斎藤　宏 伊澤　陽一 小口　秀子 加納　正道
堀田　暁子 座間　毅 伊澤　啓子 小室　敦彦 加藤　博
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全４６回 桝谷　薫 清宮　美稚子 全５８回 横峯　明子 竹永　和久 定５回
井島　誠行 鞠子　篤也 鈴木　明彦 髙室　暁 全６５回 全７７回 曽武川　栄一
飯田　雅明 丸山　理 角田　浩子 竹久　健 加藤　俊吾 穴澤　麻依子 定６回
池田　成昭 山本　均 花田　琢也 馬場　克拓 神崎　時男 上西　令奈 清水　義一
小川　順子 全４９回 松村　亙 林　雄一郎 田中　穣 川口　哲史 杉浦　信次
大河内　信弘 石渡　篤美 宮﨑　智樹 堀井　渉 長原　綾子 川口　真依 野島　進
川田　龍 太田　修二 宮本　洋一郎 全５９回 安西　賢太郎 関　直晃 定７回
岸本　喜久雄 川崎　雅司 全５３回 小野　清一郎 和田　香織 田原　義浩 伊藤　治男
鈴木　潤一 川崎　康子 大野　隆 佐藤　充孝 全６６回 谷川　ゆり子 小澤　淳一
滝川　一 木戸　康雄 金木　正夫 高野瀬　典久 浅川　麻里子 松鵜　雅子 定９回
新居田　純野 嶋村　和恵 木ノ元　直樹 成田　信一 岡　倫世 宮崎　陽介 杉澤　生夫
西山　千秋 鈴木　悌介 鈴村　直也 半場　秀 神田　裕子 全７８回 定１０回
沼田　治 相馬　政岐 玉野　雄輔 福井　健策 鈴木　一夫 安斎　洋佑 青木　昭二郎
村松　武 中川　隆 戸谷　左織 藤木　俊光 角田　大 植松　孝博 前田　和子
本橋　美智子 中村　淳一 中山　優子 前田　巌 長久保　大輔 齋藤　鉄平 定１２回
森　秀樹 長井　道也 武藤　ユリヤ 全６０回 林　　恭子 全８０回 松浦　政義
全４７回 長澤　郁夫 山内　茂人 石原　契子 山口　佳奈子 浮田　美里 定１３回
岡本　佳郎 長瀬　玲二 渡邊　あゆみ 大日方　登 山口　拓也 小岩井　僚 林　　秀人
加留部　淳 府川　亮一 渡邊　敬信 小池　健 全６７回 村上　あゆみ 定１５回
川村　雄介 本藤　伸弘 全５４回 鈴木　佳子 河村　太一 全８１回 成田　恵美子
栗原　秀雄 全５０回 有馬　純夫 田添　晶子 中山　泰世 荒木　瑛子 定１８回
志賀野　勝 揖斐　洋一 金子　新司 椿　　進 早川　淳一 市橋　佑香 田添　正
下田　隆夫 大久保　一郎 西尾　佳晃 古谷　浩一 松本　邦裕 今福　俊介 中野　政春
田上　静之 小宮　龍一 早田　直彦 松井　夏実 渡辺真利子 全８２回 山本　寅夫
田上　万里 神山　潤 平川　和男 森川　衡 全６８回 小林　智美 定１９回
西田　修 佐野　良人 松崎　忠利 渡辺　光郎 酒井　盛光 全８３回 片山　直人
府川　俊彦 篠塚　憲男 全５５回 全６１回 全６９回 中迎　大樹 宮田　健二
山下　慶明 鈴木　晶子 安部　順一 浅野　治士 今堀　容子 根本　来美 定２０回
山本　明利 中島　好美 伊藤　由貴子 佐藤　慶直 長尾　俊彦 全８４回 五百川　俊男
全４８回 長島　祐子 市川　誠人 柴田　知之 深澤　拓哉 桂　彩佑里 定２３回
赤石　幹雄 深川　容三 髙橋　重樹 鈴木　昭夫 又吉　誉章 全８５回 天喰　昇
朝野　伸子 宮﨑　源征 堀口　英樹 寺田　京子 水島　吾朗 安川　玲央
伊藤　友美子 全５１回 本間　周平 德江　進一 宮澤　進一 山尾　忠弘 通８回
石塚　敏明 秋元　直久 安田　結子 中川　智華 元榮　太一郎 全８６回 尾上　香代子
石戸谷　博範 雨宮　由紀枝 𠮷田　孝 林　直子 山川　泰明 石坂　幸治 安藤　タカ子
上野　則之 伊藤　泰史 全５６回 原　忠宏 全７０回 鵜澤　あかね 通１０回
浦部　延子 池谷　光司 飯田　能生 溝口　智成 大貫　恵子 菅谷　仁志 若命　德達
瓜谷　優一 石井　芳信 板倉　宏昭 茂木　直樹 西川　朋子 塚本　大志 通１１回
川内　哲 上田　誠 小倉　明 山本　名美 服部　功志 辻　　麻生 深石　晟
木下　和子 繪鳩　哲哉 佐藤　達哉 全６２回 全７１回 野瀬　寛子 通１６回
桑山　賢治 螧原　恵子 杉田　禎浩 石王丸　周夫 杉本　崇 全８７回 小清水　久
小林　憲正 小田野　宏之 曾我　隆二 佐藤　武史 西　　智 有賀　遼 通２４回
近藤　和朗 大木　孝 堂免　恵 清水　竜太郎 全７２回 櫻井　達哉 石井　芳夫
斎藤　伊徳 加嶋　秀彦 中村　伸宏 鈴木　千明 田上　響 諏訪　康貴 通２５回
柴野　豪男 加藤　充洋 二上　武生 福里　真一 山崎　洋一 全８８回 村上　松枝
白鳥　裕子 柏木　操男 八木　香 松田　隆行 全７３回 後藤　奏 通３１回
鈴木　啓介 志波　孝光 全５７回 三谷　玄弥 亀田　光二 全９０回 平野　愛子
瀬木　明 須田　敏勝 稲井田　正克 全６３回 甲賀　健史 戸田　晃輔 通３２回
関　佳史 常田　康夫 大島　武 大島　新 全７４回 山田　航平 羽田　義則
曽禰　寛純 宮崎　緑 川島　俊輔 大橋　賢也 伊藤　美樹 横山　雄一朗 通３７回
富田　裕 吉田　文 小池　祐 金城　瑞樹 岸本　寛之 全９２回 田中　伸弘
取出　浩 李　研鉉 小松　要介 髙岸　朋子 三浦　瑠麗 大井　智仁
中嶋　修 全５２回 登坂　倫子 全６４回 全７５回 大池　優菜 湘南高等学校
中村　直人 井上　慎一 成田　直 石井　紀子 峰　　宗太郎 深井　悠太郎 副校長
西山　明彦 池田　文行 西山　伸 小川　陽子 全７６回 岩崎　幸代
八星　暁 宇都宮　雅人 藤原　佳子 葛西　暢人 小野　美保子 定２回 全日制教頭
林　　武志 遠藤　誠 本庄　明美 楠本　宇一郎 佐々木　啓太 秋本　公治 林　　信仁
針原　康 大久保　裕 丸山　真人 黄　晋二 沢登　悠輝 富永　久子 定時制教頭
伴野　誠 荻原　定彦 武藤　拓王 滝澤　寛重 白井　萌子 福元　仁 藤元　貴嗣
藤井　眞理子 川崎　雅巳 米谷　彩子 原　　典子 田上　玄 定３回
藤原　美子 木村　哲也 山川エアマート まどか 田淵　勇太 眞鍋　藤正
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