
      　 　 　  （ 結成25-26年）  

NO 加盟同窓会 H22年度代表者 連絡担当者 H23年度代表者 連絡担当者

（加盟組織）
1  大館鳳鳴高
2  大館 桂 高
3  大館工業高
4  大　館　高
5  大館国際情報学院高

6  小　坂　高
7  十和田  高
8  花　輪　高 
9  鷹　巣　高
10  鷹巣農林高
11  米内沢  高
12  合　川　高 
13  能　代　高
14  能代 北 高
15  能代工業高
16  能代 西 高
17  能代商業高
18  秋　田　高
19  秋田 北 高
20  秋田工業高
21  秋田商業高
22  秋田南高校
23  秋田 西 高
24  秋田中央高 中村千枝子 中村千枝子
25  秋田経法大学付高

26  金足農業高
27  新　屋　高
28  男鹿海洋高
29  五城目  高
30  本　荘　高
31  由　利　高
32  由利工業高
33  仁賀保　高
34  矢　島　高
35  西　目　高
36  大　曲　高
37  大曲農業高
38  角　館　高
39  角館 南 高
40  六　郷　高
41  横　手　高 柴田　秀二 高橋　和美
42  横手城南高 石谷　洋子 石谷　洋子
43  横工・清陵学院高 高橋　　実 藤原　和広
44  増　田　高 大西　謙吉 大西　謙吉
45  湯　沢　高 長瀬　良市 杉渕　邦男
46  湯沢 北 高 山田　雅子 山田　雅子
47  湯沢商工高 三浦　芳博 河内山きみ子

（友好組織）

48  聖霊 学 園
49  羽　後　高

３ .各校同窓会の代表者等年表
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　 　 　 　 　 　 （ 結成23-24年）  

NO 加盟同窓会 H20年度代表者 連絡担当者 H21年度代表者 連絡担当者

（加盟組織）
1  大館鳳鳴高 望月　　久 望月　　久 望月　 久 望月　　久
2  大館 桂 高 鷲見千代子 鷲見千代子 鷲見千代子 鷲見千代子
3  大館工業高 鎌田　祐七 鎌田　祐七 鎌田　祐七 鎌田　祐七
4  大　館　高 高橋　昭男 高橋　昭男 高橋　昭男 高橋　昭男
5  大館国際情報学院高 阿部　鐡夫 阿部　鐡夫 阿部　鐡夫 阿部　鐡夫
6  小　坂　高 橋本　　収 山崎　新生 橋本　　収 山崎　新生
7  十和田  高 荒谷　雄吉 荒谷　雄吉 荒谷　雄吉 畠山　長栄
8  花　輪　高 高田　早雄 石井　政光 高田　早雄 石井　政光
9  鷹　巣　高 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人
10  鷹巣農林高 布田祐五郎 布田祐五郎 布田祐五郎 布田祐五郎
11  米内沢  高 武石　鉄昭 武石　鉄昭 武石　鉄昭 武石　鉄昭
12  合　川　高 村岡　吉雄 村岡　吉雄 村岡　吉雄 村岡　吉雄
13  能　代　高 太田　勝治 菅原　　渉 太田　勝治 菅原　　渉
14  能代 北 高 石渡　澄子 村山マサ子 石渡　澄子 村山マサ子
15  能代工業高 鈴木　　猛 宮腰　昇三 鈴木　　猛 宮腰　昇三
16  能代 西 高 平川　直治 友成　穂秀 平川　直治 友成　穂秀
17  能代商業高 安岡　政勝 安岡　政勝 安岡　政勝 安岡　政勝
18  秋　田　高 橋本　五郎 大野　省治 橋本　五郎 大野　省治
19  秋田 北 高 刈田　カイ 刈田　カイ 菅原美和子 木村　雅子
20  秋田工業高 三平　俊悦 三平　俊悦 三平　俊悦 三平　俊悦
21  秋田商業高 和田　武男 和田　武男 和田　武男 和田　武男
22  秋田南高校 榎　　利美 藤原　妙子 榎　　利美 藤原　妙子
23  秋田 西 高 山内　光之 山内　光之 山内　光之 山内　光之
24  秋田中央高 佐藤久太郎 佐藤久太郎 佐藤久太郎 佐藤久太郎
25  秋田経法大学付高 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司
26  金足農業高 山本東四春 山本東四春 山本東四春 山本東四春
27  新　屋　高 二宮　弘道 二宮　弘道 二宮　弘道 二宮　弘道
28  男鹿海洋高 中村　　進 船木　倶子 中村　　進 船木　倶子
29  五城目  高 武塙　利男 館岡　　清 武塙　利男 館岡　　清
30  本　荘　高 小笠原隆治 打矢　　進 小笠原隆治 打矢　　進
31  由　利　高 小笠原了子 小笠原了子 小笠原了子 小笠原了子
32  由利工業高 畑山　敏也 畑山　敏也 畑山　敏也 畑山　敏也
33  仁賀保　高 西村　春彦 西村　春彦 西村　春彦 西村　春彦
34  矢　島　高 佐藤　明夫 佐藤　和義 佐藤　明夫 佐藤　和義
35  西　目　高 岩月　芳弘 金森　幸二 岩月　芳弘 金森　幸二
36  大　曲　高 戸澤　昭良 菅原　昭良 戸澤　昭良 菅原　昭良
37  大曲農業高 佐々木強二 鎌田　　茂 佐々木強二 鎌田　　茂
38  角　館　高 橋本　　清 中山　文夫 橋本　　清 中山　文夫
39  角館 南 高 能見　京子 能見　京子 能見　京子 能見　京子
40  六　郷　高 大見　光子 大見　光子 大見　光子 大見　光子
41  横　手　高 柴田　秀二 高橋　和美 柴田　秀二 高橋　和美
42  横手城南高 鈴木　侑子 鈴木　侑子 鈴木　侑子 鈴木　侑子
43  横工・清陵学院高 佐藤　芳蔵 高橋　　実 高橋　　実 藤原　和広
44  増　田　高 大西　謙吉 北村　紀子 大西　謙吉 北村　紀子
45  湯　沢　高 長瀬　良市 杉渕　邦男 長瀬　良市 杉渕　邦男
46  湯沢 北 高 山田　雅子 山田　雅子 山田　雅子 山田　雅子
47  湯沢商工高 三浦　芳博 三浦　芳博 三浦　芳博 河内山きみ子

（友好組織）

48  聖霊 学 園 森　　優子 森　　優子 籾山　量子
49  羽　後　高 高橋　勝美 高橋　勝美

平成20～21年度 
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                  （ 結成21-22年）

NO 加盟同窓会 H18年度代表者 連絡担当者 H19年度代表者 連絡担当者

（加盟組織）
1  大館鳳鳴高 武藤　　正 武藤　　正 武藤　　正 武藤　　正
2  大館 桂 高 鷲見千代子 鷲見千代子 鷲見千代子 鷲見千代子
3  大館工業高 鎌田　裕七 竹原貴美男 鎌田　裕七 竹原貴美男
4  大　館　高 高橋　昭男 高橋　昭男 高橋　昭男 高橋　昭男
5  大館国際情報学院高 阿部　鐡夫 阿部　鐡夫 阿部　鐡夫 阿部　鐡夫
6  小　坂　高 橋本　　攻 山崎　新生 橋本　　攻 山崎　新生
7  十和田  高 荒谷　雄吉 荒谷　雄吉 荒谷　雄吉 荒谷　雄吉
8  花　輪　高 佐藤　久志 高瀬　　格 佐藤　久志 高瀬　　格
9  鷹　巣　高 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人
10  鷹巣農林高 布田裕五郎 岩崎準志郎 布田裕五郎 岩崎準志郎
11  米内沢  高 武石　鉄昭 武石　鉄昭 武石　鉄昭 武石　鉄昭
12  合　川　高 村岡　吉雄 村岡　吉雄 村岡　吉雄 村岡　吉雄
13  能　代　高 太田　勝治 菅原　　渉 太田　勝治 菅原　　渉
14  能代 北 高 石渡　澄子 石渡　澄子 石渡　澄子 石渡　澄子
15  能代工業高 佐藤　重美 宮腰　昇三 鈴木　　猛 宮腰　昇三
16  能代 西 高 平川　直治 友成　穂秀 平川　直治 友成　穂秀
17  能代商業高 片谷　　勉 片谷　　勉 片谷　　勉 片谷　　勉
18  秋　田　高 高橋　恒雄 大本香津子 長谷山律子 大森　正高
19  秋田 北 高 刈田　カイ 刈田　カイ 刈田　カイ 刈田　カイ
20  秋田工業高 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一
21  秋田商業高 浅間　昭夫 浅間　昭夫 浅間　昭夫 浅間　昭夫
22  秋田南高校 榎 　 利美 藤原　妙子 榎　  利美 藤原　妙子
23  秋田 西 高 山内　光之 山内　光之 山内　光之 山内　光之
24  秋田中央高 保坂　　悟 保坂　　悟 佐藤久太郎 佐藤久太郎
25  秋田経法大学付高 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司
26  金足農業高 佐藤　　規 山本東四春 佐藤　　規 山本東四春
27  新　屋　高 二宮　弘道 二宮　弘道 二宮　弘道 二宮　弘道
28  男鹿海洋高 中村　　進 船木　倶子 中村　　進 船木　倶子
29  五城目  高 武塙　利男 館岡　　清 武塙　利男 館岡　　清
30  本　荘　高 飯田　金廣 飯田　金廣 小笠原隆治 打矢　　進
31  由　利　高 小笠原了子 小笠原了子 小笠原了子 小笠原了子
32  由利工業高 畑山　敏也 畑山　敏也 畑山　敏也 畑山　敏也
33  仁賀保　高 西村　春彦 西村　春彦 西村　春彦 西村　春彦
34  矢　島　高 小石　　実 藤原　龍治 小石　　実 藤原　龍治
35  西　目　高 兵藤　喜一 金森　幸二 岩月　芳弘 金森　幸二
36  大　曲　高 戸澤　昭良 菅原　良孝 戸澤　昭良 菅原　良孝
37  大曲農業高 佐々木強二 鎌田　　茂 佐々木強二 鎌田　　茂
38  角　館　高 橋本　　清 中山　文夫 橋本　　清 中山　文夫
39  角館 南 高 能見　京子 能見　京子 能見　京子 能見　京子
40  六　郷　高 大見　光子 大見　光子 大見　光子 大見　光子
41  横　手　高 柴田　秀二 高橋　和美 柴田　秀二 高橋　和美
42  横手城南高 鈴木　郁子 鈴木　郁子 鈴木　郁子 鈴木　郁子
43  横工・清陵学院高 佐藤　芳蔵 高橋　　実 佐藤　芳蔵 高橋　　実
44  増　田　高 阿部　真英 阿部　真英 阿部　真英 阿部　真英
45  湯　沢　高 長瀬　良市 杉渕　邦男 長瀬　良市 杉渕　邦男
46  湯沢 北 高 山田　雅子 山田　雅子 山田　雅子 山田　雅子
47  湯沢商工高 三浦　芳博 三浦　芳博 三浦　芳博 三浦　芳博

（友好組織）

48  聖霊 学 園 森　　優子 森　　優子
49  羽　後　高 高橋　勝美 高橋　勝美

平成18～19年度 
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                  （ 結成19-20年）  

NO 加盟同窓会 H16年度代表者 連絡担当者 H17年度代表者 連絡担当者

（加盟組織）  

1  大館鳳鳴高 武藤　　正 武藤　　正 武藤　　正 武藤　　正
2  大館 桂 高 鷲見千代子 鷲見千代子 鷲見千代子 鷲見千代子
3  大館工業高 鎌田　裕七 竹原貴美男 鎌田　裕七 竹原貴美男
4  大　館　高 小林　和博 小林　和博 小林　和博 小林　和博
5  大館国際情報学院高 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫
6  小　坂　高 田村　敏男 策瀬　　久 田村　敏男 策瀬　　久
7  十和田  高 荒谷　雄吉 成田　考夫 荒谷　雄吉 荒谷　雄吉
8  花　輪　高 佐藤　久志 佐藤　久志 佐藤　久志 佐藤　久志
9  鷹　巣　高 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人
10  鷹巣農林高 布田裕五郎 岩崎準志郎 布田裕五郎 岩崎準志郎
11  米内沢  高 武石　鉄昭 武石　鉄昭 武石　鉄昭 武石　鉄昭
12  合　川　高 村岡　吉雄 村岡　吉雄 村岡　吉雄 村岡　吉雄
13  能　代　高 畠　　豊彦 畠山　信孝 畠　　豊彦 畠山　信孝
14  能代 北 高 石渡　澄子 石渡　澄子 石渡　澄子 石渡　澄子
15  能代工業高 藤本　勝久 宮腰　昇三 佐藤　重美 宮腰　昇三
16  能代 西 高 友成　秀穂 友成　秀穂 友成　秀穂 友成　秀穂
17  能代商業高 片谷　　勉 片谷　　勉 片谷　　勉 片谷　　勉
18  秋　田　高 高橋　恒雄 大本香津子 高橋　恒雄 大本香津子
19  秋田 北 高 岩木可慈子 岩木可慈子 刈田　カイ 刈田　カイ
20  秋田工業高 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一
21  秋田商業高 浅間　昭夫 浅間　昭夫 浅間　昭夫 浅間　昭夫
22  秋田南高校 榎　  利美 藤原　妙子 榎　  利美 藤原　妙子
23  秋田 西 高 山内　光之 山内　光之 山内　光之 山内　光之
24  秋田中央高 保坂　　悟 保坂　　悟 保坂　　悟 保坂　　悟
25  秋田経法大学付高 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司
26  金足農業高 佐藤　　規 山本東四春 佐藤　　規 山本東四春
27  新　屋　高 二宮　弘道 二宮　弘道 二宮　弘道 二宮　弘道
28  男鹿海洋高 船木　倶子 船木　倶子 船木　倶子 船木　倶子
29  五城目  高 武塙　利男 館岡　　清 武塙　利男 館岡　　清
30  本　荘　高 飯田　金廣 飯田　金廣 飯田　金廣 飯田　金廣
31  由　利　高 小笠原了子 小笠原了子 小笠原了子 小笠原了子
32  由利工業高 畑山　敏也 畑山　敏也 畑山　敏也 畑山　敏也
33  仁賀保　高 西村　春彦 西村　春彦 西村　春彦 西村　春彦
34  矢　島　高 小石　　実 藤原　龍治 富田　清平 藤原　龍治
35  西　目　高 兵藤　喜一 金森　幸二 兵藤　喜一 金森　幸二
36  大　曲　高 戸澤　昭良 菅原　良孝 戸澤　昭良 菅原　良孝
37  大曲農業高 藤井　十郎 鎌田　　茂 佐々木強二 鎌田　　茂
38  角　館　高 石黒　　恵 石黒　　恵 橋本　　清 中山　文夫
39  角館 南 高 能見　京子 能見　京子 能見　京子 能見　京子
40  六　郷　高 高橋　　實 高橋　　實 高橋　　實 高橋　　實
41  横　手　高 柴田　秀二 高橋　和美 柴田　秀二 高橋　和美
42  横手城南高 小林　峰子 小林　峰子 小林　峰子 小林　峰子
43  横手 工 高 平元　　裕 鶴谷　陽男 佐藤　芳蔵 高橋　　実
44  増　田　高 阿部　真英 阿部　真英 阿部　真英 阿部　真英
45  湯　沢　高 長瀬　良市 杉渕　邦男 長瀬　良市 杉渕　邦男
46  湯沢 北 高 山田　雅子 山田　雅子 山田　雅子 山田　雅子
47  湯沢商工高 三浦　芳博 三浦　芳博 三浦　芳博 三浦　芳博

（友好組織）

48  聖霊 学 園
49  羽　後　高

平成16～17年度 
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　 　 　 　 　   （ 結成17-18年）  

NO 加盟同窓会 H14年度代表者 連絡担当者 H15年度代表者 連絡担当者

（加盟組織）  

1  大館鳳鳴高 武藤　　正 武藤　　正 武藤　　正 武藤　　正
2  大館 桂 高 鷲見千代子 鷲見千代子 鷲見千代子 鷲見千代子
3  大館工業高 鎌田　裕七 竹原貴美男 鎌田　裕七 竹原貴美男
4  大　館　高 小林　和博 小林　和博 小林　和博 小林　和博
5  大館商業高 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫
6  小　坂　高 田村　敏男 策瀬　　久 田村　敏男 策瀬　　久
7  十和田  高 加藤　重信 成田　考夫 加藤　重信 成田　考夫
8  花　輪　高 倍賞　和子 倍賞　和子 佐藤　久志 佐藤　久志
9  鷹　巣　高 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人
10  鷹巣農林高 工藤　　了 布田裕五郎 布田裕五郎 岩崎準志郎
11  米内沢  高 武石　鉄昭 武石　鉄昭 武石　鉄昭 武石　鉄昭
12  合　川　高 村岡　吉雄 村岡　吉雄 村岡　吉雄 村岡　吉雄
13  能　代　高 畠　　豊彦 畠　　豊彦 畠　　豊彦 畠山　信孝
14  能代 北 高 石渡　澄子 石渡　澄子 石渡　澄子 石渡　澄子
15  能代工業高 藤本　勝久 宮腰　昇三 藤本　勝久 宮腰　昇三
16  能代 西 高 友成　秀穂 友成　秀穂 友成　秀穂 友成　秀穂
17  能代商業高 岡本　　修 安岡　政勝 岡本　　修 安岡　政勝
18  秋　田　高 高橋　恒雄 大本香津子 高橋　恒雄 大本香津子
19  秋田 北 高 岩木可慈子 岩木可慈子 岩木可慈子 岩木可慈子
20  秋田工業高 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一
21  秋田商業高 佐藤　聡明 佐藤　聡明 佐藤　聡明 佐藤　聡明
22  秋田南高校 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲
23  秋田 西 高 山内　光之 山内　光之 山内　光之 山内　光之
24  秋田中央高 船木日出男 船木日出男 保坂　　悟 保坂　　悟
25  秋田経法大学付高 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司
26  金足農業高 鈴木　正見 渋谷　孝男 鈴木　正見 渋谷　孝男
27  新　屋　高 近江屋孝則 近江屋孝則 二宮　弘道 二宮　弘道
28  男　鹿　高 船木　倶子 船木　倶子 船木　倶子 船木　倶子
29  五城目  高 武塙　利男 館岡　　清 武塙　利男 館岡　　清
30  本　荘　高 飯田　金廣 飯田　金廣 飯田　金廣 飯田　金廣
31  由　利　高 清涼　麗子 清涼　麗子 清涼　麗子 清涼　麗子
32  由利工業高 畑山　敏也 畑山　敏也 畑山　敏也 畑山　敏也
33  仁賀保　高 西村　春彦 西村　春彦 西村　春彦 西村　春彦
34  矢　島　高 小石　　実 藤原　龍治 小石　　実 藤原　龍治
35  西　目　高 兵藤　喜一 金森　幸二 兵藤　喜一 金森　幸二
36  大　曲　高 戸澤　昭良 菅原　良孝 戸澤　昭良 菅原　良孝
37  大曲農業高 藤井　十郎 鎌田　　茂 藤井　十郎 鎌田　　茂
38  角　館　高 石黒　　恵 石黒　　恵 石黒　　恵 石黒　　恵
39  角館 南 高 能見　京子 能見　京子 能見　京子 能見　京子
40  六　郷　高 高橋　　實 高橋　　實 高橋　　實 高橋　　實
41  横　手　高 柴田　秀二 高橋　和美 柴田　秀二 高橋　和美
42  横手城南高 小林　峰子 小林　峰子 小林　峰子 小林　峰子
43  横手 工 高 佐藤　哲也 柴田　邦夫 平元　　裕 鶴谷　陽男
44  増　田　高 佐藤　充男 佐藤　充男 佐藤　充男 佐藤　充男
45  湯　沢　高 佐々木富也 高橋　勝男 佐々木富也 高橋　勝男
46  湯沢 北 高 大山　ナカ 大山　ナカ 大山　ナカ 大山　ナカ
47  湯沢商工高 三浦　芳博 三浦　芳博 三浦　芳博 三浦　芳博

（友好組織）

48  聖霊 学 園
49  羽　後　高

平成14～15年度

5



　 　 　 　 　   （ 結成15-16年）  

NO 加盟同窓会 H12年度代表者 連絡担当者 H13年度代表者 連絡担当者

（加盟組織）  

1  大館鳳鳴高 武藤　　正 武藤　　正 武藤　　正 武藤　　正
2  大館 桂 高 斉藤　　貞 斉藤　　貞 斉藤　　貞 斉藤　　貞
3  大館工業高 鎌田　裕七 竹原貴美男 鎌田　裕七 竹原貴美男
4  大　館　高 小林　和博 小林　和博 小林　和博 小林　和博
5  大館商業高 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫
6  小　坂　高 田村　敏男 策瀬　　久 田村　敏男 策瀬　　久
7  十和田  高 大沢　久男 成田　考夫 加藤　重信 成田　考夫
8  花　輪　高 倍賞　和子 倍賞　和子 倍賞　和子 倍賞　和子
9  鷹　巣　高 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人
10  鷹巣農林高 工藤　　了 布田裕五郎 工藤　　了 布田裕五郎
11  米内沢  高 松岡　利男 松岡　利男 松岡　利男 松岡　利男
12  合　川　高 村岡　吉雄 村岡　吉雄 村岡　吉雄 村岡　吉雄
13  能　代　高 畠　　豊彦 八柳　昭義 畠　　豊彦 畠　　豊彦
14  能代 北 高 斉藤　せつ 斉藤　せつ 斉藤　せつ 斉藤　せつ
15  能代工業高 藤田　秀夫 宮腰　昇三 藤本　勝久 宮腰　昇三
16  能代 西 高 友成　秀穂 友成　秀穂 友成　秀穂 友成　秀穂
17  能代商業高 岡本　　修 安岡　政勝 岡本　　修 安岡　政勝
18  秋　田　高 高橋　恒雄 大本香津子 高橋　恒雄 大本香津子
19  秋田 北 高 岩木可慈子 岩木可慈子 岩木可慈子 岩木可慈子
20  秋田工業高 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一
21  秋田商業高 佐藤　聡明 佐藤　聡明 佐藤　聡明 佐藤　聡明
22  秋田南高校 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲
23  秋田 西 高 山内　光之 山内　光之 山内　光之 山内　光之
24  秋田中央高 越後谷真喜 越後谷真喜 越後谷真喜 越後谷真喜
25  秋田経法大学付高 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司
26  金足農業高 鈴木　正見 渋谷　孝男 鈴木　正見 渋谷　孝男
27  新　屋　高 近江屋孝則 近江屋孝則 近江屋孝則 近江屋孝則
28  男　鹿　高 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入

29  五城目  高 猿田　久男 館岡　　清 武塙　利男 館岡　　清
30  本　荘　高 飯田　金廣 飯田　金廣 飯田　金廣 飯田　金廣
31  由　利　高 清涼　麗子 清涼　麗子 清涼　麗子 清涼　麗子
32  由利工業高 藤田　四造 藤田　四造 藤田　四造 藤田　四造
33  仁賀保　高 西村　春彦 西村　春彦 西村　春彦 西村　春彦
34  矢　島　高 小石　　実 藤原　龍治 小石　　実 藤原　龍治
35  西　目　高 兵藤　喜一 金森　幸二 兵藤　喜一 金森　幸二
36  大　曲　高 相馬　計二 大友　律子 相馬　計二 大友　律子
37  大曲農業高 戸澤　昭良 菅原　良孝 戸澤　昭良 菅原　良孝
38  角　館　高 石黒　　恵 石黒　　恵 石黒　　恵 石黒　　恵
39  角館 南 高 能見　京子 能見　京子 能見　京子 能見　京子
40  六　郷　高 高橋　　實 高橋　　實 高橋　　實 高橋　　實
41  横　手　高 柴田　秀二 高橋　和美 柴田　秀二 高橋　和美
42  横手城南高 小林　峰子 小林　峰子 小林　峰子 小林　峰子
43  横手 工 高 佐藤　哲也 柴田　邦夫 佐藤　哲也 柴田　邦夫
44  増　田　高 佐藤　昭保 佐藤　昭保 阿部　真英 阿部　真英
45  湯　沢　高 佐々木富也 高橋　勝男 佐々木富也 高橋　勝男
46  湯沢 北 高 大山　ナカ 大山　ナカ 大山　ナカ 大山　ナカ
47  湯沢商工高 三浦　芳博 三浦　芳博 三浦　芳博 三浦　芳博

（友好組織）

48  聖霊 学 園
49  羽　後　高

平成12～13年度

6



　 　 　 　 　   （ 結成13-14年）

NO 加盟同窓会 H10年度代表者 連絡担当者 H11年度代表者 連絡担当者

（加盟組織）  

1  大館鳳鳴高 武藤　　正 武藤　　正 武藤　　正 武藤　　正
2  大館 桂 高 斉藤　　貞 斉藤　　貞 斉藤　　貞 斉藤　　貞
3  大館工業高 鎌田　裕七 竹原貴美男 鎌田　裕七 竹原貴美男
4  大　館　高 小林　和博 小林　和博 小林　和博 小林　和博
5  大館商業高 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫
6  小　坂　高 田村　敏男 策瀬　　久 田村　敏男 策瀬　　久
7  十和田  高 大沢　久男 成田　考夫 大沢　久男 成田　考夫
8  花　輪　高 倍賞　和子 倍賞　和子 倍賞　和子 倍賞　和子
9  鷹　巣　高 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人
10  鷹巣農林高 小坂　隆雄 茂内　　勉 工藤　　了 茂内　　勉
11  米内沢  高 松岡　利男 松岡　利男 松岡　利男 松岡　利男
12  合　川　高 村岡　吉雄 村岡　吉雄 村岡　吉雄 村岡　吉雄
13  能　代　高 小林　　肇 八柳　昭義 小林　　肇 八柳　昭義
14  能代 北 高 斉藤　せつ 斉藤　せつ 斉藤　せつ 斉藤　せつ
15  能代工業高 能上　　進 宮腰　昇三 藤田　秀夫 宮腰　昇三
16  能代 西 高 友成　秀穂 友成　秀穂 友成　秀穂 友成　秀穂
17  能代商業高 安岡　政勝 安岡　政勝 安岡　政勝 安岡　政勝
18  秋　田　高 高橋　恒雄 大本香津子 高橋　恒雄 大本香津子
19  秋田 北 高 大野　博子 大野　博子 岩木可慈子 岩木可慈子
20  秋田工業高 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一
21  秋田商業高 大川与四郎 大川与四郎 大川与四郎 大川与四郎
22  秋田南高校 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲
23  秋田 西 高 山内　光之 山内　光之 山内　光之 山内　光之
24  秋田中央高 越後谷真喜 越後谷真喜 越後谷真喜 越後谷真喜
25  秋田経法大学付高 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司
26  金足農業高 鈴木　正見 渋谷　孝男 鈴木　正見 渋谷　孝男
27  新　屋　高 加藤　琢也 加藤　琢也 近江屋孝則 近江屋孝則
28  男　鹿　高 　－ 　－ 　－ 　－
29  五城目  高 猿田　久男 館岡　　清 猿田　久男 館岡　　清
30  本　荘　高 飯田　金廣 飯田　金廣 飯田　金廣 飯田　金廣
31  由　利　高 筒井　文子 筒井　文子 筒井　文子 筒井　文子
32  由利工業高 藤田　四造 藤田　四造 藤田　四造 藤田　四造
33  仁賀保　高 柏倉　　智 柏倉　　智 柏倉　　智 柏倉　　智
34  矢　島　高 小石　　実 藤原　龍治 小石　　実 藤原　龍治
35  西　目　高 村上　芳榮 阿部　鐵夫 兵藤　喜一 金森　幸二
36  大　曲　高 相馬　計二 大友　律子 相馬　計二 大友　律子
37  大曲農業高 戸澤　昭良 菅原　良孝 戸澤　昭良 菅原　良孝
38  角　館　高 渡辺　　徹 渡辺　　徹 石黒　　恵 石黒　　恵
39  角館 南 高 櫻田セツ子 櫻田セツ子 能見　京子 能見　京子
40  六　郷　高 秋高連未加入 秋高連未加入 吉田　元郎 吉田　元郎
41  横　手　高 大坂　頴一 柴田　秀二 柴田　秀二 高橋　和美
42  横手城南高 小林　峰子 小林　峰子 小林　峰子 小林　峰子
43  横手 工 高 佐藤　哲也 柴田　邦夫 佐藤　哲也 柴田　邦夫
44  増　田　高 佐藤　昭保 佐藤　昭保 佐藤　昭保 佐藤　昭保
45  湯　沢　高 佐々木富也 高橋　勝男 佐々木富也 高橋　勝男
46  湯沢 北 高 大山　ナカ 大山　ナカ 大山　ナカ 大山　ナカ
47  湯沢商工高 佐藤　重次 佐藤　重次 佐藤　重次 佐藤　重次

（友好組織）

48  聖霊 学 園
49  羽　後　高

平成10～11年度

7



　 　 　 　 　   （ 結成11-12年）  

NO 加盟同窓会 H 8年度代表者 連絡担当者 H 9年度代表者 連絡担当者

（加盟組織）  

1  大館鳳鳴高 武藤　　正 武藤　　正 武藤　　正 武藤　　正
2  大館 桂 高 真壁　貞子 真壁　貞子 真壁　貞子 真壁　貞子
3  大館工業高 鎌田　裕七 竹原貴美男 鎌田　裕七 竹原貴美男
4  大　館　高 小林　和博 小林　和博 小林　和博 小林　和博
5  大館商業高 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫
6  小　坂　高 田村　敏男 策瀬　久 田村　敏男 策瀬　久
7  十和田  高 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入

8  花　輪　高 倍賞　和子 倍賞　和子 倍賞　和子 倍賞　和子
9  鷹　巣　高 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人
10  鷹巣農林高 小坂　隆雄 茂内　　勉 小坂　隆雄 茂内　　勉
11  米内沢  高 松岡　利男 松岡　利男 松岡　利男 松岡　利男
12  合　川　高 村岡　吉雄 村岡　吉雄 村岡　吉雄 村岡　吉雄
13  能　代　高 小林　　肇 八柳　昭義 小林　　肇 八柳　昭義
14  能代 北 高 斉藤　せつ 斉藤　せつ 斉藤　せつ 斉藤　せつ
15  能代工業高 能上　　進 宮腰　昇三 能上　　進 宮腰　昇三
16  能代 西 高 飯塚　武文 友成　秀穂 飯塚　武文 友成　秀穂
17  能代商業高 安岡　政勝 安岡　政勝 安岡　政勝 安岡　政勝
18  秋　田　高 高橋　恒雄 大本香津子 高橋　恒雄 大本香津子
19  秋田 北 高 大野　博子 大野　博子 大野　博子 大野　博子
20  秋田工業高 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一
21  秋田商業高 大川与四郎 大川与四郎 大川与四郎 大川与四郎
22  秋田南高校 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲
23  秋田 西 高 山内　光之 山内　光之 山内　光之 山内　光之
24  秋田中央高 越後谷真喜 越後谷真喜 越後谷真喜 越後谷真喜
25  秋田経法大学付高 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司
26  金足農業高 鈴木　正見 渋谷　孝男 鈴木　正見 渋谷　孝男
27  新　屋　高 加藤　琢也 加藤　琢也 加藤　琢也 加藤　琢也
28  男　鹿　高 　－ 　－ 　－ 　－
29  五城目  高 猿田　久男 館岡　　清 猿田　久男 館岡　　清
30  本　荘　高 荒川　七郎 荒川　七郎 飯田　金廣 飯田　金廣
31  由　利　高 筒井　文子 筒井　文子 筒井　文子 筒井　文子
32  由利工業高 藤田　四造 藤田　四造 藤田　四造 藤田　四造
33  仁賀保　高 柏倉　　智 柏倉　　智 柏倉　　智 柏倉　　智
34  矢　島　高 冨田　清平 藤原　龍治 小石　　実 藤原　龍治
35  西　目　高 村上　芳榮 阿部　鐵夫 村上　芳榮 阿部　鐵夫
36  大　曲　高 戸澤　昭良 菅原　良孝 戸澤　昭良 菅原　良孝
37  大曲農業高 相馬　計二 大友　律子 相馬　計二 大友　律子
38  角　館　高 渡辺　　徹 渡辺　　徹 渡辺　　徹 渡辺　　徹
39  角館 南 高 櫻田セツ子 佐々木美代子 櫻田セツ子 佐々木美代子
40  六　郷　高 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入

41  横　手　高 大坂　頴一 柴田　秀二 大坂　頴一 柴田　秀二
42  横手城南高 松田　聡子 松田　聡子 小林　峰子 小林　峰子
43  横手 工 高 佐藤　哲也 柴田　邦夫 佐藤　哲也 柴田　邦夫
44  増　田　高 佐藤　昭保 佐藤　昭保 佐藤　昭保 佐藤　昭保
45  湯　沢　高 佐々木富也 高橋　勝男 佐々木富也 高橋　勝男
46  湯沢 北 高 大山　ナカ 大山　ナカ 大山　ナカ 大山　ナカ
47  湯沢商工高 佐藤　重次 佐藤　重次 佐藤　重次 佐藤　重次

（友好組織）

48  聖霊 学 園
49  羽　後　高

平成 8～ 9年度
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　 　 　 　 　   （ 結成9-10年）

NO 加盟同窓会 H 6年度代表者 連絡担当者 H 7年度代表者 連絡担当者

（加盟組織）  

1  大館鳳鳴高 武藤　　正 武藤　　正 武藤　　正 武藤　　正
2  大館 桂 高 真壁　貞子 真壁　貞子 真壁　貞子 真壁　貞子
3  大館工業高 畠山　辰夫 畠山　辰夫 畠山　辰夫 畠山　辰夫
4  大　館　高 小林　和博 小林　和博 小林　和博 小林　和博
5  大館商業高 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫
6  小　坂　高 田村　敏男 成田　通利 田村　敏男 策瀬　　久
7  十和田  高 　－ 　－ 　－ 　－
8  花　輪　高 倍賞　和子 倍賞　和子 倍賞　和子 倍賞　和子
9  鷹　巣　高 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人
10  鷹巣農林高 河田　時男 河田　時男 河田　時男 河田　時男
11  米内沢  高 松岡　利男 松岡　利男 松岡　利男 松岡　利男
12  合　川　高 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入

13  能　代　高 小林　　肇 八柳　昭義 小林　　肇 八柳　昭義
14  能代 北 高 斉藤　せつ 斉藤　せつ 斉藤　せつ 斉藤　せつ
15  能代工業高 若松　栄治 藤田　秀夫 能上　　進 藤田　秀夫
16  能代 西 高 飯塚　武文 友成　秀穂 飯塚　武文 友成　秀穂
17  能代商業高 安岡　政勝 安岡　政勝 安岡　政勝 安岡　政勝
18  秋　田　高 朝倉　慶治 朝倉　慶治 朝倉　慶治 朝倉　慶治
19  秋田 北 高 牧野　博子 牧野　博子 牧野　博子 牧野　博子
20  秋田工業高 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一
21  秋田商業高 山本　孝造 山本　孝造 山本　孝造 山本　孝造
22  秋田南高校 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲
23  秋田 西 高 山内　光之 山内　光之 山内　光之 山内　光之
24  秋田中央高 高堂　武吉 高堂　武吉 高堂　武吉 高堂　武吉
25  秋田経法大学付高 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司
26  金足農業高 鈴木　正見 渋谷　孝男 鈴木　正見 渋谷　孝男
27  新　屋　高 加藤　琢也 加藤　琢也 加藤　琢也 加藤　琢也
28  男　鹿　高 　－ 　－ 　－ 　－
29  五城目  高 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入

30  本　荘　高 荒川　七郎 荒川　七郎 荒川　七郎 荒川　七郎
31  由　利　高 吉田　英子 吉田　英子 吉田　英子 吉田　英子
32  由利工業高 藤田　四造 藤田　四造 藤田　四造 藤田　四造
33  仁賀保　高 柏倉　　智 柏倉　　智 柏倉　　智 柏倉　　智
34  矢　島　高 冨田　清平 藤原　龍治 冨田　清平 藤原　龍治
35  西　目　高 村上　芳榮 阿部　鐵夫 村上　芳榮 阿部　鐵夫
36  大　曲　高 戸澤　昭良 菅原　良孝 戸澤　昭良 菅原　良孝
37  大曲農業高 相馬　計二 大友　律子 相馬　計二 大友　律子
38  角　館　高 渡辺　　徹 渡辺　　徹 渡辺　　徹 渡辺　　徹
39  角館 南 高 櫻田セツ子 佐々木美代子 櫻田セツ子 佐々木美代子
40  六　郷　高 　－ 　－ 　－ 　－
41  横　手　高 加賀谷達雄 大坂　頴一 大坂　頴一 柴田　秀二
42  横手城南高 松田　聡子 松田　聡子 松田　聡子 松田　聡子
43  横手 工 高 佐藤　哲也 柴田　邦夫 佐藤　哲也 柴田　邦夫
44  増　田　高 松本　為治 松本　為治 松本　為治 松本　為治
45  湯　沢　高 佐々木富也 高橋　勝男 佐々木富也 高橋　勝男
46  湯沢 北 高 大山　ナカ 大山　ナカ 大山　ナカ 大山　ナカ
47  湯沢商工高 三浦　芳博 三浦　芳博 三浦　芳博 三浦　芳博

（友好組織）

48  聖霊 学 園
49  羽　後　高

平成 6～ 7年度
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　 　 　 　 　   （ 結成7-8年）

NO 加盟同窓会 H 4年度代表者 連絡担当者 H 5年度代表者 連絡担当者

（加盟組織）  

1  大館鳳鳴高 武藤　　正 武藤　　正 武藤　　正 武藤　　正
2  大館 桂 高 真壁　貞子 真壁　貞子 真壁　貞子 真壁　貞子
3  大館工業高 畠山　辰夫 畠山　辰夫 畠山　辰夫 畠山　辰夫
4  大　館　高 小林　和博 小林　和博 小林　和博 小林　和博
5  大館商業高 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫
6  小　坂　高 小笠原仁夫 成田　忠志 小笠原仁夫 成田　忠志
7  十和田  高 　－ 　－ 　－ 　－
8  花　輪　高 倍賞　和子 倍賞　和子 倍賞　和子 倍賞　和子
9  鷹　巣　高 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人
10  鷹巣農林高 河田　時男 河田　時男 河田　時男 河田　時男
11  米内沢  高 松岡　利男 松岡　利男 松岡　利男 松岡　利男
12  合　川　高 　－ 　－ 　－ 　－
13  能　代　高 小林　　肇 八柳　昭義 小林　　肇 八柳　昭義
14  能代 北 高 斉藤　せつ 斉藤　せつ 斉藤　せつ 斉藤　せつ
15  能代工業高 安部　　稔 藤田　秀夫 若松　栄治 藤田　秀夫
16  能代 西 高 飯塚　武文 友成　秀穂 飯塚　武文 友成　秀穂
17  能代商業高 安岡　政勝 安岡　政勝 安岡　政勝 安岡　政勝
18  秋　田　高 朝倉　慶治 朝倉　慶治 朝倉　慶治 朝倉　慶治
19  秋田 北 高 守屋　定子 守屋　定子 牧野　博子 牧野　博子
20  秋田工業高 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一
21  秋田商業高 山本　孝造 山本　孝造 山本　孝造 山本　孝造
22  秋田南高校 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲
23  秋田 西 高 山内　光之 山内　光之 山内　光之 山内　光之
24  秋田中央高 高堂　武吉 高堂　武吉 高堂　武吉 高堂　武吉
25  秋田経法大学付高 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司
26  金足農業高 秋高連未加入 秋高連未加入 鈴木　正見 渋谷　孝男
27  新　屋　高 加藤　琢也 加藤　琢也 加藤　琢也 加藤　琢也
28  男　鹿　高 　－ 　－ 　－ 　－
29  五城目  高 　－ 　－ 　－ 　－
30  本　荘　高 荒川　七郎 荒川　七郎 荒川　七郎 荒川　七郎
31  由　利　高 木村エイ子 木村エイ子 吉田　英子 吉田　英子
32  由利工業高 藤田　四造 藤田　四造 藤田　四造 藤田　四造
33  仁賀保　高 柏倉　　智 柏倉　　智 柏倉　　智 柏倉　　智
34  矢　島　高 冨田　清平 藤原　龍治 冨田　清平 藤原　龍治
35  西　目　高 村上　芳榮 阿部　鐵夫 村上　芳榮 阿部　鐵夫
36  大　曲　高 千葉啓之助 千葉啓之助 千葉啓之助 千葉啓之助
37  大曲農業高 畠山　達郎 相馬　計二 相馬　計二 大友　律子
38  角　館　高 渡辺　　徹 渡辺　　徹 渡辺　　徹 渡辺　　徹
39  角館 南 高 櫻田セツ子 佐々木美代子 櫻田セツ子 佐々木美代子
40  六　郷　高 　－ 　－ 　－ 　－
41  横　手　高 加賀谷達雄 大坂　頴一 加賀谷達雄 大坂　頴一
42  横手城南高 松田　聡子 松田　聡子 松田　聡子 松田　聡子
43  横手 工 高 佐藤　哲也 柴田　邦夫 佐藤　哲也 柴田　邦夫
44  増　田　高 松本　為治 松本　為治 松本　為治 松本　為治
45  湯　沢　高 佐々木富也 高橋　勝男 佐々木富也 高橋　勝男
46  湯沢 北 高 菅原　黎子 菅原　黎子 大山　ナカ 大山　ナカ
47  湯沢商工高 三浦　芳博 三浦　芳博 三浦　芳博 三浦　芳博

（友好組織）

48  聖霊 学 園
49  羽　後　高

平成 4～ 5年度
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　 　 　 　 　   （ 結成5-6年）

NO 加盟同窓会 H 2年度代表者 連絡担当者 H 3年度代表者 連絡担当者

（加盟組織）  

1  大館鳳鳴高 武藤　　正 武藤　　正 武藤　　正 武藤　　正
2  大館 桂 高 真壁　貞子 真壁　貞子 真壁　貞子 真壁　貞子
3  大館工業高 畠山　辰夫 畠山　辰夫 畠山　辰夫 畠山　辰夫
4  大　館　高 小林　和博 小林　和博 小林　和博 小林　和博
5  大館商業高 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫
6  小　坂　高 小笠原仁夫 成田　忠志 小笠原仁夫 成田　忠志
7  十和田  高 　－ 　－ 　－ 　－
8  花　輪　高 倍賞　和子 倍賞　和子 倍賞　和子 倍賞　和子
9  鷹　巣　高 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人
10  鷹巣農林高 河田　時男 河田　時男 河田　時男 河田　時男
11  米内沢  高 松岡　利男 松岡　利男 松岡　利男 松岡　利男
12  合　川　高 　－ 　－ 　－ 　－
13  能　代　高 板倉　創造 小林　肇 小林　肇 八柳　昭義
14  能代 北 高 斉藤　せつ 斉藤　せつ 斉藤　せつ 斉藤　せつ
15  能代工業高 加藤　文雄 藤田　秀夫 安部　　稔 藤田　秀夫
16  能代 西 高 飯塚　武文 友成　秀穂 飯塚　武文 友成　秀穂
17  能代商業高 八木　　茂 八木　　茂 八木　　茂 安岡　政勝
18  秋　田　高 朝倉　慶治 朝倉　慶治 朝倉　慶治 朝倉　慶治
19  秋田 北 高 守屋　定子 守屋　定子 守屋　定子 守屋　定子
20  秋田工業高 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一
21  秋田商業高 柴辻　　正 柴辻　　正 柴辻　　正 柴辻　　正
22  秋田南高校 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲
23  秋田 西 高 山内　光之 山内　光之 山内　光之 山内　光之
24  秋田中央高 高堂　武吉 高堂　武吉 高堂　武吉 高堂　武吉
25  秋田経法大学付高 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司
26  金足農業高 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入

27  新　屋　高 加藤　琢也 加藤　琢也 加藤　琢也 加藤　琢也
28  男　鹿　高 　－ 　－ 　－ 　－
29  五城目  高 　－ 　－ 　－ 　－
30  本　荘　高 荒川　七郎 荒川　七郎 荒川　七郎 荒川　七郎
31  由　利　高 筒井　文子 筒井　文子 木村エイ子 木村エイ子
32  由利工業高 藤田　四造 藤田　四造 藤田　四造 藤田　四造
33  仁賀保　高 柏倉　　智 柏倉　　智 柏倉　　智 柏倉　　智
34  矢　島　高 冨田　清平 藤原　龍治 冨田　清平 藤原　龍治
35  西　目　高 村上　芳榮 阿部　鐵夫 村上　芳榮 阿部　鐵夫
36  大　曲　高 千葉啓之助 千葉啓之助 千葉啓之助 千葉啓之助
37  大曲農業高 畠山　達郎 相馬　計二 畠山　達郎 相馬　計二
38  角　館　高 渡辺　　徹 渡辺　　徹 渡辺　　徹 渡辺　　徹
39  角館 南 高 櫻田セツ子 佐々木美代子 櫻田セツ子 佐々木美代子
40  六　郷　高 　－ 　－ 　－ 　－
41  横　手　高 疋田　悦郎 大坂　頴一 加賀屋達雄 大坂　頴一
42  横手城南高 松田　聡子 松田　聡子 松田　聡子 松田　聡子
43  横手 工 高 佐藤　哲也 柴田　邦夫 佐藤　哲也 柴田　邦夫
44  増　田　高 松本　為治 松本　為治 松本　為治 松本　為治
45  湯　沢　高 佐々木富也 高橋　勝男 佐々木富也 高橋　勝男
46  湯沢 北 高 菅原　黎子 菅原　黎子 菅原　黎子 菅原　黎子
47  湯沢商工高 三浦　芳博 大野　一彦 三浦　芳博 大野　一彦

（友好組織）

48  聖霊 学 園
49  羽　後　高

平成 2～ 3年度 
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　 　 　 　 　   （ 結成3-4年）

NO 加盟同窓会 S63年度代表者 連絡担当者 H 1年度代表者 連絡担当者

（加盟組織）
1  大館鳳鳴高 成田富治郎 成田富治郎 成田富治郎 成田富治郎
2  大館 桂 高 真壁　貞子 真壁　貞子 真壁　貞子 真壁　貞子
3  大館工業高 畠山　辰夫 畠山　辰夫 畠山　辰夫 畠山　辰夫
4  大　館　高 土田　　誠 土田　　誠 土田　　誠 土田　　誠
5  大館商業高 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫
6  小　坂　高 小笠原仁夫 成田　忠志 小笠原仁夫 成田　忠志
7  十和田  高 　－ 　－ 　－ 　－
8  花　輪　高 倍賞　和子 倍賞　和子 倍賞　和子 倍賞　和子
9  鷹　巣　高 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人
10  鷹巣農林高 河田　時男 河田　時男 河田　時男 河田　時男
11  米内沢  高 松岡　利男 松岡　利男 松岡　利男 松岡　利男
12  合　川　高 　－ 　－ 　－ 　－
13  能　代　高 板倉　創造 小林　　肇 板倉　創造 小林　　肇
14  能代 北 高 斉藤　せつ 斉藤　せつ 斉藤　せつ 斉藤　せつ
15  能代工業高 加藤　文雄 藤田　秀夫 加藤　文雄 藤田　秀夫
16  能代 西 高 飯塚　武文 友成　秀穂 飯塚　武文 友成　秀穂
17  能代商業高 八木　　茂 八木　　茂 八木　　茂 八木　　茂
18  秋　田　高 朝倉　慶治 朝倉　慶治 朝倉　慶治 朝倉　慶治
19  秋田 北 高 守屋　定子 守屋　定子 守屋　定子 守屋　定子
20  秋田工業高 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一
21  秋田商業高 柴辻　　正 柴辻　　正 柴辻　　正 柴辻　　正
22  秋田南高校 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲
23  秋田 西 高 　－ 　－ 山内　光之 山内　光之
24  秋田中央高 高堂　武吉 高堂　武吉 高堂　武吉 高堂　武吉
25  秋田経法大学付高 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司
26  金足農業高 　－ 　－ 　－ 　－
27  新　屋　高 　－ 　－ 　－ 　－
28  男　鹿　高 　－ 　－ 　－ 　－
29  五城目  高 　－ 　－ 　－ 　－
30  本　荘　高 荒川　七郎 荒川　七郎 荒川　七郎 荒川　七郎
31  由　利　高 山田　隆子 山田　隆子 筒井　文子 筒井　文子
32  由利工業高 藤田　四造 藤田　四造 藤田　四造 藤田　四造
33  仁賀保　高 柏倉　　智 柏倉　　智 柏倉　　智 柏倉　　智
34  矢　島　高 冨田　清平 藤原　龍治 冨田　清平 藤原　龍治
35  西　目　高 村上　芳榮 阿部　鐵夫 村上　芳榮 阿部　鐵夫
36  大　曲　高 千葉啓之助 千葉啓之助 千葉啓之助 千葉啓之助
37  大曲農業高 畠山　達郎 相馬　計二 畠山　達郎 相馬　計二
38  角　館　高 渡辺　　徹 渡辺　　徹 渡辺　　徹 渡辺　　徹
39  角館 南 高 櫻田セツ子 櫻田セツ子 櫻田セツ子 櫻田セツ子
40  六　郷　高 　－ 　－ 　－ 　－
41  横　手　高 疋田　悦郎 大坂　頴一 疋田　悦郎 大坂　頴一
42  横手城南高 松田　聡子 松田　聡子 松田　聡子 松田　聡子
43  横手 工 高 佐藤　哲也 谷藤　昌二 佐藤　哲也 柴田　邦夫
44  増　田　高 松本　為治 松本　為治 松本　為治 松本　為治
45  湯　沢　高 佐々木富也 高橋　勝男 佐々木富也 高橋　勝男
46  湯沢 北 高 菅原　黎子 菅原　黎子 菅原　黎子 菅原　黎子
47  湯沢商工高 三浦　芳博 大野　一彦 三浦　芳博 大野　一彦

（友好組織）

48  聖霊 学 園
49  羽　後　高

昭和63～平成 1年度  

12



　 　 　 　 　   （ 結成 1- 2年）  

NO 加盟同窓会 S61年度代表者 連絡担当者 S62年度代表者 連絡担当者

（加盟組織）
1  大館鳳鳴高 成田富治郎 成田富治郎 成田富治郎 成田富治郎
2  大館 桂 高 山内富士子 山内富士子 山内富士子 山内富士子
3  大館工業高 畠山　辰夫 畠山　辰夫 畠山　辰夫 畠山　辰夫
4  大　館　高 土田　　誠 土田　　誠 土田　　誠 土田　　誠
5  大館商業高 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫 阿部　鐵夫
6  小　坂　高 小笠原仁夫 成田　忠志 小笠原仁夫 成田　忠志
7  十和田  高 　－ 　－ 　－ 　－
8  花　輪　高 倍賞　和子 倍賞　和子 倍賞　和子 倍賞　和子
9  鷹　巣　高 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人
10  鷹巣農林高 河田　時男 河田　時男 河田　時男 河田　時男
11  米内沢  高 松岡　利男 松岡　利男 松岡　利男 松岡　利男
12  合　川　高 　－ 　－ 　－ 　－
13  能　代　高 板倉　創造 小林　　肇 板倉　創造 小林　　肇
14  能代 北 高 斉藤　せつ 斉藤　せつ 斉藤　せつ 斉藤　せつ
15  能代工業高 成田寿一郎 藤田　秀夫 加藤　文雄 藤田　秀夫
16  能代 西 高 飯塚　武文 友成　秀穂 飯塚　武文 友成　秀穂
17  能代商業高 　－ 　－
18  秋　田　高 金谷　　勇 金谷　　勇 金谷　　勇 金谷　　勇
19  秋田 北 高 三浦よし子 三浦よし子 三浦よし子 三浦よし子
20  秋田工業高 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一 澤木　誠一
21  秋田商業高 柴辻　　正 柴辻　　正 柴辻　　正 柴辻　　正
22  秋田南高校 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲
23  秋田 西 高 　－ 　－ 　－ 　－
24  秋田中央高 高堂　武吉 高堂　武吉 高堂　武吉 高堂　武吉
25  秋田経法大学付高 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司
26  金足農業高 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入

27  新　屋　高 　－ 　－ 　－ 　－
28  男　鹿　高 　－ 　－ 　－ 　－
29  五城目  高 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入

30  本　荘　高 荒川　七郎 荒川　七郎 荒川　七郎 荒川　七郎
31  由　利　高 井上　トシ 井上　トシ 山田　隆子 山田　隆子
32  由利工業高 秋高連未加入 秋高連未加入 藤田　四造 藤田　四造
33  仁賀保　高 柏倉　　智 柏倉　　智 柏倉　　智 柏倉　　智
34  矢　島　高 佐藤　幸助 藤原　龍治 佐藤　幸助 藤原　龍治
35  西　目　高 村上　芳榮 阿部　鐵夫 村上　芳榮 阿部　鐵夫
36  大　曲　高 加藤　辰夫 加藤　辰夫 加藤　辰夫 加藤　辰夫
37  大曲農業高 畠山　達郎 相馬　計二 畠山　達郎 相馬　計二
38  角　館　高 若木　正男 若木　正男 渡辺　　徹 渡辺　　徹
39  角館 南 高 櫻田セツ子 櫻田セツ子 櫻田セツ子 櫻田セツ子
40  六　郷　高 　－ 　－ 　－ 　－
41  横　手　高 疋田　悦郎 大坂　頴一 疋田　悦郎 大坂　頴一
42  横手城南高 松田　聡子 松田　聡子 松田　聡子 松田　聡子
43  横手 工 高 佐藤　哲也 谷藤　昌二 佐藤　哲也 谷藤　昌二
44  増　田　高 松本　為治 松本　為治 松本　為治 松本　為治
45  湯　沢　高 佐々木富也 高橋　勝男 佐々木富也 高橋　勝男
46  湯沢 北 高 菅原　黎子 菅原　黎子 菅原　黎子 菅原　黎子
47  湯沢商工高 三浦　芳博 大野　一彦 三浦　芳博 大野　一彦

（友好組織）

48  聖霊 学 園
49  羽　後　高

昭和61～62年度
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                  （ 連絡会3-4年）

NO 加盟同窓会 S59年度代表者 連絡担当者 S60年度代表者 連絡担当者

（加盟組織）
1  大館鳳鳴高 成田富治郎 成田富治郎 成田富治郎 成田富治郎
2  大館 桂 高 山内富士子 山内富士子 山内富士子 山内富士子
3  大館工業高 畠山　辰夫 畠山　辰夫 畠山　辰夫 畠山　辰夫
4  大　館　高 土田　　誠 土田　　誠 土田　　誠 土田　　誠
5  大館商業高 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入

6  小　坂　高 小笠原仁夫 成田　忠志 小笠原仁夫 成田　忠志
7  十和田  高 　－ 　－ 　－ 　－
8  花　輪　高 工藤　洋一 工藤　洋一 工藤　洋一 工藤　洋一
9  鷹　巣　高 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人
10  鷹巣農林高 河田　時男 河田　時男 河田　時男 河田　時男
11  米内沢  高 松岡　利男 松岡　利男 松岡　利男 松岡　利男
12  合　川　高 　－ 　－ 　－ 　－
13  能　代　高 板倉　創造 小林　　肇 板倉　創造 小林　　肇
14  能代 北 高 斉藤　せつ 斉藤　せつ 斉藤　せつ 斉藤　せつ
15  能代工業高 成田寿一郎 藤田　秀夫 成田寿一郎 藤田　秀夫
16  能代 西 高 飯塚　武文 友成　秀穂 飯塚　武文 友成　秀穂
17  能代商業高 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入

18  秋　田　高 金谷　　勇 金谷　　勇 金谷　　勇 金谷　　勇
19  秋田 北 高 三浦よし子 三浦よし子 三浦よし子 三浦よし子
20  秋田工業高 谷藤　正三 谷藤　正三 澤木　誠一 澤木　誠一
21  秋田商業高 柴辻　　正 柴辻　　正 柴辻　　正 柴辻　　正
22  秋田南高校 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲
23  秋田 西 高 　－ 　－ 　－ 　－
24  秋田中央高 高堂　武吉 高堂　武吉 高堂　武吉 高堂　武吉
25  秋田経法大学付高 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司
26  金足農業高 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入

27  新　屋　高
28  男　鹿　高 　－ 　－ 　－ 　－
29  五城目  高 　－ 　－ 　－ 　－
30  本　荘　高 荒川　七郎 荒川　七郎 荒川　七郎 荒川　七郎
31  由　利　高 増川　妙子 増川　妙子 井上　トシ 井上　トシ
32  由利工業高 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入

33  仁賀保　高 柏倉　　智 柏倉　　智 柏倉　　智 柏倉　　智
34  矢　島　高 佐藤　幸助 藤原　龍治 佐藤　幸助 藤原　龍治
35  西　目　高 村上　芳榮 阿部　鐵夫 村上　芳榮 阿部　鐵夫
36  大　曲　高 加藤　辰夫 加藤　辰夫 加藤　辰夫 加藤　辰夫
37  大曲農業高 畠山　達郎 相馬　計二 畠山　達郎 相馬　計二
38  角　館　高 三浦　利市 三浦　利市 三浦　利市 三浦　利市
39  角館 南 高 櫻田セツ子 櫻田セツ子 櫻田セツ子 櫻田セツ子
40  六　郷　高 　－ 　－ 　－ 　－
41  横　手　高 疋田　悦郎 大坂　頴一 疋田　悦郎 大坂　頴一
42  横手城南高 松田　聡子 松田　聡子 松田　聡子 松田　聡子
43  横手 工 高 佐藤　哲也 谷藤　昌二 佐藤　哲也 谷藤　昌二
44  増　田　高 松本　為治 松本　為治 松本　為治 松本　為治
45  湯　沢　高 佐々木富也 高橋　勝男 佐々木富也 高橋　勝男
46  湯沢 北 高 菅原　黎子 菅原　黎子 菅原　黎子 菅原　黎子
47  湯沢商工高 三浦　芳博 大野　一彦 三浦　芳博 大野　一彦

（友好組織）

48  聖霊 学 園
49  羽　後　高

昭和59～60年度
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　 　 　 　 　   （ 連絡会1-2年）

NO 加盟同窓会 S57年度代表者 連絡担当者 S58年度代表者 連絡担当者

（加盟組織）
1  大館鳳鳴高 成田富治郎 成田富治郎 成田富治郎 成田富治郎
2  大館 桂 高 山内富士子 山内富士子 山内富士子 山内富士子
3  大館工業高 畠山　辰夫 畠山　辰夫 畠山　辰夫 畠山　辰夫
4  大　館　高 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入

5  大館商業高 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入

6  小　坂　高 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入

7  十和田  高 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入

8  花　輪　高 工藤　洋一 工藤　洋一 工藤　洋一 工藤　洋一
9  鷹　巣　高 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人 山岡　正人
10  鷹巣農林高 河田　時男 河田　時男 河田　時男 河田　時男
11  米内沢  高 松岡　利男 松岡　利男 松岡　利男 松岡　利男
12  合　川　高 　－ 　－ 　－ 　－
13  能　代　高 板倉　創造 小林　　肇 板倉　創造 小林　　肇
14  能代 北 高 斉藤　せつ 斉藤　せつ 斉藤　せつ 斉藤　せつ
15  能代工業高 成田寿一郎 藤田　秀夫 成田寿一郎 藤田　秀夫
16  能代 西 高 飯塚　武文 友成　秀穂 飯塚　武文 友成　秀穂
17  能代商業高 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入

18  秋　田　高 金谷　　勇 金谷　　勇 金谷　　勇 金谷　　勇
19  秋田 北 高 三浦よし子 三浦よし子 三浦よし子 三浦よし子
20  秋田工業高 谷藤　正三 谷藤　正三 谷藤　正三 谷藤　正三
21  秋田商業高 柴辻　　正 柴辻　　正 柴辻　　正 柴辻　　正
22  秋田南高校 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲 立花　克憲
23  秋田 西 高 　－ 　－ 　－ 　－
24  秋田中央高 高堂　武吉 高堂　武吉 高堂　武吉 高堂　武吉
25  秋田経法大学付高 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司 近藤　正司
26  金足農業高 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入

27  新　屋　高
28  男　鹿　高 　－ 　－ 　－ 　－
29  五城目  高 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入

30  本　荘　高 荒川　七郎 荒川　七郎 荒川　七郎 荒川　七郎
31  由　利　高 山田　隆子 山田　隆子 増川　妙子 増川　妙子
32  由利工業高 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入 秋高連未加入

33  仁賀保　高 柏倉　　智 柏倉　　智 柏倉　　智 柏倉　　智
34  矢　島　高   佐藤　幸助 重野　　弘   佐藤  幸助 藤原　龍治
35  西　目　高 村上　芳栄 阿部　鐵夫 村上　芳栄 阿部　鐵夫
36  大　曲　高 加藤　辰夫 加藤　辰夫 加藤　辰夫 加藤　辰夫
37  大曲農業高 畠山　達郎 相馬　計二 畠山　達郎 相馬　計二
38  角　館　高 三浦　利市 三浦　利市 三浦　利市 三浦　利市
39  角館 南 高 櫻田セツ子 櫻田セツ子 櫻田セツ子 櫻田セツ子
40  六　郷　高 　－ 　－ 　－ 　－
41  横　手　高 疋田　悦郎 大坂　頴一 疋田　悦郎 大坂　頴一
42  横手城南高 松田　聡子 松田　聡子 松田　聡子 松田　聡子
43  横手 工 高 佐藤　哲也 谷藤　昌二 佐藤　哲也 谷藤　昌二
44  増　田　高 松本　為治 松本　為治 松本　為治 松本　為治
45  湯　沢　高 佐々木富也 高橋　勝男 佐々木富也 高橋　勝男
46  湯沢 北 高 菅原　黎子 菅原　黎子 菅原　黎子 菅原　黎子
47  湯沢商工高 三浦　芳博 大野　一彦 三浦　芳博 大野　一彦

（友好組織）

48  聖霊 学 園
49  羽　後　高
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