
職務 氏名 卒業年度 担当 卒業 卒業年度 氏名
顧　問 河口　郁史 光高校校長 光中 S22 弘津　三省 1
顧　問 牛嶋　守彦 光高校事務長 光中 S23 作間　源治 2
顧　問 小林　信行 光高校教頭 光高 S25 原田　良作 3
顧　問 沖田　道世 光高校教頭（定時制） 光高 S26 佐伯　亮二 4
会　長 守田　義昭 S42 光高 S27 吉規喜代二 5
副会長 小林　一登 S43 ◎広報 光高 S28 西本　益幸 6
副会長 富田木綿子 S54 　広報 光高 S29 五十嵐恒夫 7
副会長 田中　謙史 S61 　企画・運営 光高 S30 加藤　正暢 8
幹　事 市来健之助 S32 ◎企画・運営 光高 S31 龍川　旦 9
幹　事 酒井　隆行 S35 ◎組織・会則 光高 S32 鈴木　研 10
幹　事 木村　幸子 S37 　企画・運営 光高 S33 中野　坂敏 11
幹　事 松尾　尚慈 S39 　企画・運営 光高 S34 福本　忠男 12
幹　事 来戸由起子 S41 　広報 光高 S35 森　攻 13
幹　事 大川　博幸 S43 　広報 光高 S36 玉井　俊彦 14
幹　事 兼清　照久 S45 　組織・会則 光高 S37 坂上　進亮 15
幹　事 時盛　真 S47 　組織・会則　　野球後援会会長 光高 S38 竹本　法次 16
幹　事 木村　則夫 S49 　企画・運営 光高 S39 大楽　俊明 17
幹　事 松原　祐介 S61 　組織・会則　　全日制PTA会長 光高 S40 兼清　和久 18
幹　事 芳岡　統 S62 　広報 光高 S41 田村　省悟 19
幹　事 山根　猛寿 S62 　広報 光高 S42 稗田　泰久 20
幹　事 濱岡　正美 S63 　広報 光高 S43 福田　勝男 21
幹　事 小野美智恵 S63 　広報 光高 S44 小山　芳昭 22
幹　事 松並　宏昌 H2 　広報 光高 S45 小林　敬典 23
幹　事 佐々木孝高 H3 　広報 光高 S46 龍角　信夫 24
幹　事 北川　宣孝 H8 　広報 光高 S47 河村　幸昌 25
監　査 泉屋　孝 S35 光高 S48 清水　浩 26
監　査 小林　敬典 S45 光高 S49 起本　一生 27
事務局 宮秋　孝史 S57 光高 S50 起本　典幸 28
事務局 橋本健太郎 H4 光高 S51 武居　雅則 29
事務局 水上由美子 H2 光高 S52 松岡　弘明 30
事務局 沖田　道世 S55 光高 S53 竹本　稔 31

◎部長　○副部長 光高 S54 中本　一美 32
光高 S55 藤本　茂樹 33
光高 S56 西村　憲治 34
光高 S57 長尾　克彦 35
光高 S58 弘　光宣 36
光高 S59 清水　辰朗 37
光高 S61 森本　斉 38
光高 S62 讃井健太郎 39
光高 S63 森戸　芳史 40
光高 H1 山岡　幸治 41
光高 H2 松原　耕二 42
光高 H3 萬治　貴久 43
光高 H4 吉積　顕生 44
光高 H5 竹下　慶子 45
光高 H6 秋山　和宏 46
光高 H7 岩本　直子 47
光高 H8 高村のりこ 48
光高 H9 石井　孝典 49
光高 H10 嶋田　武治 50
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