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年間計画 



会報の発行 



OB会報 第54号（平成25年9月） 
3回/年発行 



月刊メルマガの発行 



OB山行 



OB山行 



第36回  筑波山  13/1/19（土) 



第37回   丹沢山   13/5/18（土) 



第38回 日光白根山 13/10/19（土） 



シニアＯＢ山行 ２０１３年 



第148回 横浜市民の森 13/01/25（土） 

 



第149回日光戦場ヶ原スノーシューウォーク13/2/13（土） 



第150回 三毳山（みかもやま） 13/3/29（金） 



第151回 陣馬山 13/4/15（月）  



第152回 倉岳山 13/5/25（土） 



第153回 烏帽子岳 13/7/23（土） 



第154回 大野山 13/9/26(木） 

ダイヤモンド富士は雲で 
見えず 



「シニアOBの集い」 
塩原温泉にて 12/10/21-22 



山小屋委員会 



雪下ろし 



スキーシーズン 



バーベキュー 



小屋修理 現役も活躍 



小屋修理 



現役時代の山行 



下北津軽合宿１９６０ 金峰1960 

上高地合宿１９５９ 



立山合宿1960 

大山 追い出しコンパ1961 
吾妻連峰合宿1962 

南会津合宿196４ 



北八合宿1965 

下北合宿1965 

能登合宿1966 

オリエンテーリング1966 



新人歓迎 吾妻那山1967 

10周年記念大室山1967 

上信国境合宿1968 

鳳凰三山1969 



Ｌ養成合宿大菩薩1970 

新人養成合宿1971 

新人養成丹沢合宿1973 

新人養成丹沢合宿197２ 



スキー講習会妙高1974 

新人練成合宿奥秩父1975 

南ア合宿1977 津軽ＰＷ 1978 



夏合宿甲斐駒１９８６ 夏合宿北アルプス１９９０ 

Ｌ養成２次三ツ峠１９７４ 夏トレ 妙高１９９７ 



新人練成 瑞牆山１９９８ 

新人練成雲取１９９９ 

新歓八ヶ岳２０００ 



新歓奥多摩２００３ 
新練 御坂２００３ 

ＰＷ南アルプス２００５ ＰＷ南アルプス２００５ 



2007年11月10日 50周年記念行事開催 





部員数 



1 期 入学：1957 年 
主 将 田上 （経） 
部 員 嘉納 （工） 吉田 義（工） 藤岡 （工） 望月（経）佐藤 （経） 吉田  光
（経） 小野（経） 河野（経）桑原 （経） 
退部者 磯崎 (学） 加藤 (学） 山上（学） 鈴木 (学）柏木  （学） 石黒 （経） 堀
内  （経） 
物故者 吉田 和（工） 松本 （学） 松本（経） 



2 期  入学：1958 年（昭33） 
主将 吉野（経） 
部員 米屋 （工） 塚原（工） 藤林 （工） 宮崎（工）渡邉 （工） 岩上 （学） 斉
藤 （学） 北見（岩村）（学）多田（氏平）（学） 宮本（荻野）（学） 西村（倉
田）（学） 



3 期 入学：1959 年 
主 将 高橋（経） 
部 員 渡辺 （工） 吉村 （工） 三神 （経） 井上（工） 白井（工）金田 （工） 栗田（工） 腰塚（工） 
平林 （学）芹沢（石田）（学）諸節（学） 宮崎 （学） 塩谷（甘粕）（学）井田（経） 永田 （工） 
物故者 斉藤 （工） 横手 （学）前田（平野）（学） 森井（鋤柄）（学）江崎 （工）  



4 期 入学：1960 年 
主 将 斎藤（工） 
部 員 谷上（工）郡司 （工） 斎藤（工）竹内（工）谷（工） 永田（工）牧原（工） 永田(安部）
（学） 原 （学）横山（広瀬）（学）大黒（橋出）（学）泉 （織田）（学） 高田（寺沢）（学） 
物故者 跡部 （経）（平塚） 



5 期  入学：1961 年 
主将 岡本 （工・故人）（工）  
 部員 谷合（経）、片江（経） 、蓑浦（経） 、三宅（工）、亀井 （工） 、亀井（片野）（学）、金子（工）、早藤（高橋） 
（工） 、時田（工） 、高垣（深尾）（工）、向井（工） 、中村（工） 、 中村(須賀)（学）、諸角 （工） 、 諸角（所) （学芸）、

矢島（工）、小玉 （経）、羽島（工） 



6 期 入学：1962年 
主将 秋山（経） 
部員 石井（経） 江角 （経） 蓮尾（経） 近藤（工）清水（工） 蜜島（工） 柳
原（工） 久野 （工）斉藤 （工） 菅谷 （工） 岡田 （工） 岡本（工）岡田（岡崎）
（学） 松本（長谷部）（学） 永井（山本）（学）鈴木 （学） 原 （学） 桜井
（宮城）（学） 古荘 （学） 



7 期 入学：1963年 
主 将 松本（工） 
部 員 服部 （経） 白神（経） 細田（工） 小林（工）能地 （工） 井上 （工） 鈴木 （工） 山田
（工）林 （工） 奥野（工） 小木曽（工） 橋本（佐久間）（学）菅谷（束田）（学） 北村（学） 今井 
（学） 森田（中島）（学）久保木（山室）（学） 坪 （学） 鈴木 （学） 小林（駒形）（学）古宮（荒
川）（学）北見（学） 
物故者 下村（工） 加納（岡村）（学） 八島（）南雲（佐々木）（学）  



8 期 入学:1964 年 
主 将 飯村 （経・故人） 
部 員 平沼 （経） 畑中 （経） 明村 （経） 小出 （経） 早坂（経）岩科 （経） 芦川 （工） 溝
田 （工） 須藤（工）上島 （工）佐木（工） 池原 （工） 田中（工） 小谷 （経） 秦（学）武藤
（桂原）（学） 楠（仲田）（学） 早坂（長坂）（学）高橋 （学） 松本（楢原）（学） 綾部（鈴木）
（学） 
物故者 飯村 （経） 森（工） 



9 期  入学：1965 年 
主 将 三浦（経） 
部 員 朝倉（経） 一村（工） 上原（経） 上原（加藤）（学）梶野（尾崎）
（学） 木下（工） 近藤（工） 鈴木（工）松川（工） 塚本（学） 寺本（経） 
馬場（経）日渡（工） 山縣（学） 



1 0 期  入学：1966年 
主将 伊藤（経済） 
部員 関 、山崎、村田 、分部（以上経済） 佐藤､ 山本、森、武重、本多 、林 、大塚 、山本
（以上工） 荒川 、合田、崎山 、小川 、早川 、大塚、北島、鈴木、塩野、若林、小牧 、横田、
青柳 、丸山、 原 、 山本子（以上教育） 



1 1 期 入学：1967年 
主将 高橋（工） 
部員 安藤 （工） 榊原 （工）桜井（工） 石橋 （工）大森（工） 丹羽（経）中林（工） 

稗田（工）丸山  （経） 野田 （工) 
 



1 2 期 入学：1968 年 
主将 山川（経） 副将 松永 （教）後に退部 
ﾁｰﾌﾏﾈｼﾞｬｰ山下（教） 審査委員長 榎本（工）部員 岡戸 （工） 左藤 （工） 武者（桐生）
（教育） 野口（望月）（教） 



1 3 期 入学： 1969 年 
主将 宇佐川（工・故人） 副将 村松 （工） 赤松 （経） 
部員 中村（工） 竹村（工） 太田 （教） 吉里 （教）小沢（教） 海保（教） 



1 4 期 入学：1970 年 
主将 小口 （工） 副将 高木 （教） 鈴木夫（工） 
部員 鵜飼 （工） 高橋（山ノ井）（教） 狩野（教） 日野 （工）吉田（工） 鶴岡 （工） 上野（西
井）（教） 水本（曾根原）（教）川端（営、故人） 



1 5 期 入学：1971 年 
主 将 中島 
部 員 小泉、牛窪 、萩生田 、岩船、中村 （旧姓青木）、西浦（旧姓谷島）、大島 （故人）元
部員 村松（旧姓桜井）、赤松（旧姓八木）、川端、福地、加納、野中 、山田、実方、松瀬、
広沢、榎本、広瀬、鈴木、田中、三島、三木、筒井、増田、秋本、阪本 



１６期 入学1972年 
主将 池谷（工） 
部員 板垣（工） 岩田 （工） 植松（工）佐藤（工） 中野（工） 高橋（工）本多（経済） 松田
（工） 三好 （工）大竹（教） 長田（教） 山崎（教）村田（教） 



1 7 期 入学：1973年 
主将 川俣（工） 
部員 長谷川（穴山）（教） 石川 （工） 市野（教） 北沢（伊藤）（教） 梅野 （経） 渡辺（小
河）（教） 木村 （営）小浜 （工）白須 （営） 武田 （工）蜷川 （経） 葛窪（菱沼） 松本（工） 
村山（工） 山下（工） 



1 8 期 入学：1974 年 
主将向井 （経） 
部員植草 （済） 植草（井口）（教） 上野（済） 大橋 （済）岡田（早川）（教） 小山（広沢）
（教） 河田（済） 勝山（鈴木）（工）塩川（工） 鈴木 （営） 伊達 （工） 高田 （済） 壷井（営） 
浜田（済） 福田（岩田）（教） 堀内 （教）山口（田村）（教） 山口（工） 渡部 （済） 



1 9 期 入学：1975 年 
主将 磯尾 （工） 副将 海野 （経） 小松（中村）（教） 
部員 白川（教） 久保 （工） 石井 （工） 南（工） 富田 （工） 中島 輝営） 野住（熊沢）（教） 
戸田（和田）（教） 石井（織内）（教） 林（弓削）（教） 井上 （工） 大橋（横溝） 岡本 （工） 
笛木 （教） 塩川（脇）（教） 高木（今野）（教） 石井 （営） 松田（日比）（教） 坂井 （教） 高
松（窪添）（教） 徳繁（営・故人) 



2 0 期 入学：1976 年 
主将 西田（経） 
部員青山（工） 石垣 （営） 板倉 （工） 太田 （工） 太田（小泉）（教） 大村 （工） 岡本 （経） 
加賀 （工） 木村（臼井）（故人）（教）作山 （工） 下村（工) 滝本（田本）（教） 玉木二（経） 林
（田中）（教） 古橋 （工） 古橋（遠田）（教） 増田 （教） 水田（工）向井（清水）（教） 武藤（故
人）（工） 武藤 （工） 安武 （営) 



2 1 期 入学：1977 年 
主将 村松（工） 
部員 鳥井 （工） 藤倉（工） 溝畑 （教）山崎 （経済） 岩崎 （工） 山本 （工）籠橋 （工） 
横溝 （経済） 中川（教・故人）山田（故人） 白木 （経済） 石見 （工）長尾 （旧姓 山室）
（教） 河辺 （旧姓 山中）（教）村石（旧姓 椋代）（教） 坂元（旧姓 渡部）（教） 



2 2 期 入学：1978 年 
主将 寺島（工）/ 副将 浅沼 （工）/ 部員 鴨志田（教） 西田（佐藤）（教）立波（工） 谷
内（教） 津江 （経済） 中丸 （経営：故人） 津江（成田）（教） 西田（工） 
松田 （工） 山崎（経営） 寺島（山田）（教） 山本 （工） 渡辺 （教）/ 準部
員酒井（工）林田（佐々木）（教） 成島 （経済） 橋岡（経営） 三好 （経済） 



2 3 期 入学：1979年 
主将 木村（工） 
部員 伊藤 （工） 吉田 （工） 武藤 （工） 丸茂 （工） 荒井（工）高岡 （工） 高山 （教） 
仙名（経） 根岸 （経） 吉田（経）中戸（営） 大津山 （営）加藤 （営） 桶田 （営） 神谷
（営）森嶋 （営） 湯浅 （営） 



2 4 期 入学：1980 年 
主将 岡田（工） 副将 岡田（浦野）（工） 
部員 安藤（工） 上野 （経済）大津 （経済） 鴨志田（太田）（教）北沢 （経済）木宮（経
営） 酒井（工）田沢（経済） 津留 （工）成田（旧姓佐々木） （教）早川 （工） 広瀬 （経営） 
丸山 （工） 八木（経営）満留（横山）（教・心）山辺 （工） 



2 5 期 入学：1981 年 
主将 阿美（済） 
部員 小佐野（教） 柏木（教） 砂賀（教） 高橋（教） 竹内 （教）濱崎 （教） 齋藤（済） 
高野 （済） 毛利 （済） 永田（営）小野（工） 手塚 （工） 古川 （工） 



2 6 期 入学：1982年 
主将 関根 （工） 副主将 千田 （営） 藤原 （経） 
部員 大村（工） 川邉（工） 小宮 （教） 坂田 （工）辰馬 （工） 松下（教）水島（教） 高畠 
（営） 



2 7 期 入学：1983 年 
主将 池野 （工） 副将 遠藤（工） 高畠 （経営） 
部員 中田（経営） 遠藤 （教） 



2 8 期 入学：1984 年 
主将 山本 （工） 副将 大庭（工） 副将 松本 （経） 
部員 岡本（工）（故人） 楠本（教） 坂川 （経） 和井田（工） 
直井 （工） 中西 （工） 木綱（工） 久米（経） 直井 （荒木地）（教） 梅田 （教） 
小久保（教） 井口（営） 和多（工） 芳賀（工） 



2 9 期 入学：1985 年 
主将 禅 （工） 副将・会計 木虎 （工） 副将・小屋委員長 小寺 （営） 記録・編集・OB 
委員長 関 （工） 文サ・マネージャー・渉外委員長 中嶋（工） 医療・トレーニング委
員長 福島 （教） 遭難対策委員長（保険） 舟本（済） 装備委員長 松本 （工）審査委
員長 山本（済） 部員 井上（工） 長沼 （工） 



3 0 期 入学：1986 年 
主将 土生 （教） 副将 竹澤（済） 福田（山田）（工） 
部員 麻生 （済）荒木 （工） 岡島（工） 勝見（済） 北林（工） 坂井 （済） 佐川（工） 
笹倉 （工） 下出（工） 田中（工） 服部 （教） 藤尾（済） 藤田 （工） 藤森 （済）宮崎 
（済） 安本（済） 



3 1 期  入学：1987 年 
主将 松尾 （教） 副将 岡野（経） 松田 （教） 
部員 伊藤 （経） 久保（工） 増田（工） 



3 2 期 入学：1988 年 
主将 八重尾（教） 副将 宮崎（工） 
部員 藤尾（遠藤）（教） 藤森（高瀬）（教） 



3 3 期 入学：1989 年 
主将 木村 （教） 
副将 福島（経済） 河上 （教） 
部員 鈴木 （教） 藤井（経済） 原 （教） 横井 （経営）合掌 （教） 赤羽 （工・故
人） 大西 （経済・故人） 



3 4 期 入学：1990 年 
主将 田中 （経済） 
副将 田村 （工） 村山（工） 
部員 井口（工） 小野（経済） 影井 （工） 古平 （教育） 親跡 （教育） 長谷川（工） 松
下 （工） 宮本（教育） 



3 5 期 入学：1991 年 
主将 福島（教育） 
部員 大隅（経営） 越智（教育） 曽根（経済） 富澤 （教育）土方 （工） 山中 （教育） 吉
田 （教育） 渡辺（工） 



3 6 期 入学：1992 年 
主将 渡邉（工） 
部員 大池（工） 岡村 （工） 辻 （工） 富倉（済） はが（工） 
原田 修平（教） Pe ne lope Ann Pryo r（済） 

3 7 期 入学：1993 年 
主将 佐々（工）副将 堀越平（工） 柳田 （工） 
部員 小野（工） 冨士田（工） 伊藤（経） 

3 8 期 入学：1994 年 
主将 細谷 （工） 副将 神谷 （工） 堀 環（工）部員 伊藤 （工） 岡安 （工） 加納 （工） 



4 0 期 入学：1996 年 
覚田 （工） 中村 （教） 柚洞 （教） 

4 1 期 入学：1997 年 
主将石川 （工） 
部員新井 （営） 笠原 （教） 平田（工） 

3 9 期 入学：1995 年 
主将 後藤 （工） 副将 四方 （工） 
部員 赤羽 （教） 池田 （教） 山崎 （教） 竹内（教）水野（教） 関 （教） 



42期 入学1998年 
 金丸(経済)佐野(教育)古谷(工) 

43期 入学1999年 
 赤井(経)小川(工)梶ヶ谷(工)片倉(営)釘宮(営) 

44期 入学2000年 
 小林(工)志賀(済)杉浦(工)野口(教育)野島(工) 

46期 入学2001年 
 Karagits Andiras(済)三井(旧姓 肥塚) (済)佐久間(工)塩野(教)宮木(営) 

47期 入学2002年 
 井上(教)小原(教) 

48期 入学2003年 
 島田(教)安田(教) 

49期 入学2004年 
 岸本(教)小林(工)佐竹(教)白鳥(経営)西元(営)村田(工) 

 



50期 入学2006年 
関（工）、石倉 （経）、高岩（工）、御園 （工） 



５１期 入学2007年 
茂呂 （工）、吉原 （工）、田沼 (工）、渡邉 （工）、中野 （工） 
 



５２期 
寒風澤(経済） 篠田（工） 鈴木(工） 野中（営） 



５３期 入学2008年 
 佐藤(工)三國(工)吉田(工) 

５４期 入学2009年 
 荻野(経)久野(工)軍司(工)齊藤(教)白鳥(工)谷口貴(工)谷口 隆(工)花井(工)吉原

(工) 

５５期 入学2010年 
 岡本(経営) 

 


