
「私は何期生？」　　卒業期 早見表　２０２０年版　　　本年３月卒業生は第95期生です。
・・・・２０２１年東京とどの実会第70回総会 当番幹事は５２期・６２期のみなさんです

校名・校舎・歴代校長 校名・校舎・歴代校長

全日制 定時制 西暦 邦歴 全日制 定時制 西暦 邦歴

１９２２年
大正11年3月16日開校公布

4月15日開校

北海道庁野付牛中学校
初代校舎：大正12年11月落成

校長：①佐藤猪之助

第１期生 １９２７年 昭和２年３月卒業 第５１期生 第２７回生 １９７６年 昭和５１年３月卒業

第２期生 １９２８年 昭和３年３月卒業 第５２期生 第２８回生 １９７７年 昭和５２年３月卒業 ⑭尾崎信夫

第３期生 １９２９年 昭和４年３月卒業 第５３期生 第２９回生 １９７８年 昭和５３年３月卒業

第４期生 １９３０年 昭和５年３月卒業 第５４期生 第３０回生 １９７９年 昭和５４年３月卒業

第５期生 １９３１年 昭和６年３月卒業 第５５期生 第３１回生 １９８０年 昭和５５年３月卒業 ⑮勢渡　肇

第６期生 １９３２年 昭和７年３月卒業 創立10周年
第１回鉄道沿線強行遠足(11/12)

第５６期生 第３２回生 １９８１年 昭和５６年３月卒業

第７期生 １９３３年 昭和８年３月卒業 ②加藤　秀 第５７期生 第３３回生 １９８２年 昭和５７年３月卒業
創立60周年・第50回強行遠足

⑯佐藤　全

第８期生 １９３４年 昭和９年３月卒業 第５８期生 第３４回生 １９８３年 昭和５８年３月卒業

第９期生 １９３５年 昭和１０年３月卒業 第５９期生 第３５回生 １９８４年 昭和５９年３月卒業

第１０期生 １９３６年 昭和１１年３月卒業 第６０期生 第３６回生 １９８５年 昭和６０年３月卒業

第１１期生 １９３７年 昭和１２年３月卒業 ③浅山正路 第６１期生 第３７回生 １９８６年 昭和６１年３月卒業 ⑰中田和義

第１２期生 １９３８年 昭和１３年３月卒業 第６２期生 第３８回生 １９８７年 昭和６２年３月卒業

第１３期生 １９３９年 昭和１４年３月卒業 第６３期生 第３９回生 １９８８年 昭和６３年３月卒業

第１４期生 １９４０年 昭和１５年３月卒業 ④石川利三郎 第６４期生 第４０回生 １９８９年 平成元年３月卒業 ⑱豊島正俊

第１５期生 １９４１年 昭和１６年３月卒業 第６５期生 第４１回生 １９９０年 平成２年３月卒業

第１６期生 １９４２年 昭和１７年３月卒業 北海道庁立北見中学校(６月〜） 第６６期生 第４２回生 １９９１年 平成３年３月卒業 ⑲斎藤静之

第１７期生 １９４３年 昭和１８年３月卒業 第６７期生 第４３回生 １９９２年 平成４年３月卒業 創立70周年

第１８期生 １９４４年 昭和１９年３月卒業 第６８期生 第４４回生 １９９３年 平成５年３月卒業 ⑳斉藤博久

第１９期生 １９４５年 昭和２０年３月卒業 第６９期生 第４５回生 １９９４年 平成６年３月卒業

第２０期生 １９４５年 昭和２０年３月卒業 第７０期生 第４６回生 １９９５年 平成７年３月卒業 ㉑市川元則

第２１期生 １９４６年 昭和２１年３月卒業 ⑤山崎吉松 第７１期生 第４７回生 １９９６年 平成８年３月卒業

第２２期生 １９４７年 昭和２２年３月卒業 第７２期生 第４８回生 １９９７年 平成９年３月卒業 ㉒吉田武史

第２３期生 １９４８年 昭和２３年３月卒業 北海道北見高等学校（４月〜) 第７３期生 第４９回生 １９９８年 平成１０年３月卒業

第２４期生 １９４９年 昭和２４年３月卒業 第７４期生 第５０回生 １９９９年 平成１１年３月卒業 ㉓井上正道

第２５期生 第１回生 １９５０年 昭和２５年３月卒業
北海道北見北斗高等学校
(４月〜)　　　⑥住吉　匡 第７５期生 第５１回生 ２０００年 平成１２年３月卒業

第２６期生 第２回生 １９５１年 昭和２６年３月卒業 第７６期生 第５２回生 ２００１年 平成１３年３月卒業 ㉔福井誠一

第２７期生 第３回生 １９５２年 昭和２７年３月卒業 創立30周年 第７７期生 第５３回生 ２００２年 平成１４年３月卒業
創立80周年
3代目校舎：落成記念式典

第２８期生 第４回生 １９５３年 昭和２８年３月卒業 第７８期生 第５４回生 ２００３年 平成１５年３月卒業 ㉕橋本定彦

第２９期生 第５回生 １９５４年 昭和２９年３月卒業 第７９期生 第５５回生 ２００４年 平成１６年３月卒業

第３０期生 第６回生 １９５５年 昭和３０年３月卒業 ⑦小野謙次 第８０期生 第５６回生 ２００５年 平成１７年３月卒業

第３１期生 第７回生 １９５６年 昭和３１年３月卒業 第８１期生 第５７回生 ２００６年 平成１８年３月卒業 ㉖金山繁樹

第３２期生 第８回生 １９５７年 昭和３２年３月卒業 第８２期生 第５８回生 ２００７年 平成１９年３月卒業

第３３期生 第９回生 １９５８年 昭和３３年３月卒業 第８３期生 第５９回生 ２００８年 平成２０年３月卒業 ㉗桟　邦雄

第３４期生 第１０回生 １９５９年 昭和３４年３月卒業 第８４期生 第６０回生 ２００９年 平成２１年３月卒業

第３５期生 第１１回生 １９６０年 昭和３５年３月卒業 ⑧広川松太郎 第８５期生 第６１回生 ２０１０年 平成２２年３月卒業 ㉘松本徳幸

第３６期生 第１２回生 １９６１年 昭和３６年３月卒業 第８６期生 第６２回生 ２０１１年 平成２３年３月卒業

第３７期生 第１３回生 １９６２年 昭和３７年３月卒業 創立40周年 第８７期生 第６３回生 ２０１２年 平成２４年３月卒業
創立90周年・第80回強行遠足

㉙平塚幸男

第３８期生 第１４回生 １９６３年 昭和３８年３月卒業 ⑨平野　貞 第８８期生 第６４回生 ２０１３年 平成２５年３月卒業

第３９期生 第１５回生 １９６４年 昭和３９年３月卒業 第８９期生 第６５回生 ２０１４年 平成２６年３月卒業 ㉚千葉浩次

第４０期生 第１６回生 １９６５年 昭和４０年３月卒業 ⑩坂本不三男 第９０期生 第６６回生 ２０１５年 平成２７年３月卒業

第４１期生 第１７回生 １９６６年 昭和４１年３月卒業 第９１期生 第６７回生 ２０１６年 平成２８年３月卒業 ㉛渡部道博

第４２期生 第１８回生 １９６７年 昭和４２年３月卒業 ⑪清水滝雄 第９２期生 第６８回生 ２０１７年 平成２９年３月卒業

第４３期生 第１９回生 １９６８年 昭和４３年３月卒業 2代目校舎：全工事終了 第９３期生 第６９回生 ２０１８年 平成３０年３月卒業

第４４期生 第２０回生 １９６９年 昭和４４年３月卒業 2代目校舎：落成記念式典 第９４期生 第７０回生 ２０１９年 平成３１年３月卒業 ㉜佐々木淳

第４５期生 第２１回生 １９７０年 昭和４５年３月卒業 ⑫藤田正一 第９５期生 第７１回生 ２０２０年 令和２年３月卒業

第４６期生 第２２回生 １９７１年 昭和４６年３月卒業 第９６期生 第７２回生 ２０２１年 令和３年３月卒業

第４７期生 第２３回生 １９７２年 昭和４７年３月卒業 創立50周年　第40回強行遠足 第９７期生 第７３回生 ２０２２年 令和４年３月卒業 創立100周年

第４８期生 第２４回生 １９７３年 昭和４８年３月卒業 ⑬糠塚　壽 第９８期生 第７４回生 ２０２３年 令和５年３月卒業

第４９期生 第２５回生 １９７４年 昭和４９年３月卒業 第９９期生 第７５回生 ２０２４年 令和６年３月卒業

第５０期生 第２６回生 １９７５年 昭和５０年３月卒業 第１００期生 第７６回生 ２０２５年 令和７年３月卒業

卒業年月 卒業年月卒業期 卒業期


