
会　員　名 フ　リ　ガ　ナ 2023/4/5

1 秋山　俊彦 ｱｷﾔﾏ　ﾄｼﾋｺ

2 浅井  智司　 ｱｻｲ　ﾄﾓｼﾞ

3 浅倉　利治　 ｱｻｸﾗ　ﾄｼﾊﾙ

4 浅水  英夫 ｱｻﾐｽﾞ　ﾋﾃﾞｵ

5 虻川　東嗣 ｱﾌﾞｶﾜ ﾊﾙﾂｷﾞ

6 阿部　嘉生 ｱﾍﾞ　ﾖｼｵ

7 天地　康仁 ｱﾏﾁ　ﾔｽﾋﾄ

8 天野　高志　 ｱﾏﾉ　ﾀｶｼ

9 天羽　憲一　 ｱﾓｳ　ｹﾝｲﾁ

10 荒井　豪之 ｱﾗｲ　ﾋﾃﾞﾕｷ

11 有輪　芳明　 ｱﾘﾜ　ﾖｼｱｷ

12 淡路 夕起子 ｱﾜｼﾞ　ﾕｷｺ

13 安藤　正実　 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾏｻﾐ

14 飯島　兼次　 ｲｲｼﾞﾏ　ｹﾝｼﾞ

15 飯島　務 ｲｲｼﾞﾏ　ﾂﾄﾑ

16 居倉　秀樹 ｲｸﾗ　ﾋﾃﾞｷ

17 池田　善之 ｲｹﾀﾞ　ﾖｼﾕｷ

18 石井　明 ｲｼｲ　ｱｷﾗ

19 石井　啓之 ｲｼｲ　ﾋﾛﾕｷ

20 石井　道夫 ｲｼｲ　ﾐﾁｵ

21 石川　青平 ｲｼｶﾜ　ｾｲﾍｲ

22 石川　忠 ｲｼｶﾜ　ﾀﾀﾞｼ

23 石河　文貴 ｲｼｶﾜ　ﾌﾐﾀｶ

24 石倉　靖久 ｲｼｸﾗ　ﾔｽﾋｻ

25 石島　弘己 ｲｼｼﾞﾏ　ﾋﾛｷ

26 石原　幸治 ｲｼﾊﾗ ｺｳｼﾞ

27 泉　宏明 ｲｽﾞﾐ　ﾋﾛｱｷ

28 伊勢　哲哉 ｲｾ　ﾃﾂﾔ

29 磯部　豊 ｲｿﾍﾞ　ﾕﾀｶ

30 市川　金造 ｲﾁｶﾜ　ｷﾝｿﾞｳ

31 市川　豊 ｲﾁｶﾜ　ﾕﾀｶ

32 伊藤　真帆 ｲﾄｳ　ﾏﾎ

33 今泉　純一 ｲﾏｲｽﾞﾐ　ｼﾞｭﾝｲﾁ

34 岩井　謙 ｲﾜｲ　ｹﾝ

35 上原　恵都子 ｳｴﾊﾗ　ｴﾂｺ

36 植村　繁夫 ｳｴﾑﾗ　ｼｹﾞｵ

37 魚島　恵子 ｳｵｼﾏ  ｹｲｺ

38 宇佐美　　昭 ｳｻﾐ　ｱｷﾗ

39 宇美　隆生 ｳﾐ　ﾀｶｵ

40 大内　玲子 ｵｵｳﾁ　ﾚｲｺ



41 大熊　義和 ｵｵｸﾏ　ﾖｼｶｽﾞ

42 大竹　環 ｵｵﾀｹ　ﾒｸﾞﾙ

43 大谷　良 ｵｵﾀﾆ　ﾘｮｳ

44 大手　有紀 ｵｵﾃ　ﾕｷ

45 大西　正利 ｵｵﾆｼ　ﾏｻﾕｷ　

46 大橋　勝廣 ｵｵﾊｼ　ｶﾂﾋﾛ

47 大森　進太朗 ｵｵﾓﾘ　ｼﾝﾀﾛｳ

48 岡田　英二 ｵｶﾀﾞ　ｴｲｼﾞ

49 岡田　大和 ｵｶﾀﾞ　ﾔﾏﾄ

50 岡野　幸司 ｵｶﾉ　ｺｳｼﾞ

51 岡野　昌治 ｵｶﾉ　ﾏｻﾊﾙ

52 岡本　茂 ｵｶﾓﾄ　ｼｹﾞﾙ

53 小熊　和彦 ｵｸﾞﾏ　ｶｽﾞﾋｺ

54 小野　猛史 ｵﾉ　ﾀｹｼ

55 尾上  暲 ｵﾉｴ　ｱｷﾗ

56 小野澤　智史 ｵﾉｻﾞﾜ　ｻﾄｼ

57 小野寺　寛司 ｵﾉﾃﾞﾗ　ｶﾝｼﾞ

58 小野寺　寛造 ｵﾉﾃﾞﾗ　ｶﾝｿﾞｳ

59 春日　達也 ｶｽｶﾞ　ﾀﾂﾔ

60 春日　実 ｶｽｶﾞ　ﾐﾉﾙ

61 春日　裕子 ｶｽｶﾞ　ﾕｳｺ

62 片山　知子 ｶﾀﾔﾏ　ﾄﾓｺ

63 加藤　香織 ｶﾄｳ　ｶｵﾘ

64 金子　治 ｶﾈｺ　ｵｻﾑ

65 金子　和正 ｶﾈｺ　ｶｽﾞﾏｻ

66 金子　敏光 ｶﾈｺ　ﾄｼﾐﾂ

67 上谷　陽一郎 ｶﾐﾔ ﾖｳｲﾁﾛｳ 

68 川北　賢一 ｶﾜｷﾀ　ｹﾝｲﾁ

69 川島　正人 ｶﾜｼﾏ　ﾏｻﾄ

70 神林　恭 ｶﾝﾊﾞﾔｼ　ｷｮｳ

71 北村　誠敏 ｷﾀﾑﾗ　ﾏｻﾄｼ

72 木村　拡司 ｷﾑﾗ　ｺｳｼﾞ

73 木村　秀明 ｷﾑﾗ　ﾋﾃﾞｱｷ

74 木村　盛吉 ｷﾑﾗ　ﾓﾘﾖｼ

75 工藤　富子 ｸﾄﾞｳ　ﾄﾐｺ

76 熊崎　健示 ｸﾏｻﾞｷ　ｹﾝｼﾞ

77 倉田　孝子 ｸﾗﾀ　ﾀｶｺ

78 五石　義範 ｺﾞｲｼ　ﾖｼﾉﾘ

79 鯉渕　智子 ｺｲﾌﾞﾁ　ﾄﾓｺ

80 髙坂　晋哉 ｺｳｻｶ　ｼﾝﾔ

81 河野　倫毅 ｺｳﾉ　ﾐﾁﾀｹ



82 小坂井　晃 ｺｻﾞｶｲ　ｱｷﾗ

83 小嶋　憲 ｺｼﾞﾏ　ｹﾝ

84 児玉　一成 ｺﾀﾞﾏ　ｶｽﾞﾅﾘ

85 小林　顕 ｺﾊﾞﾔｼ　ｱｷﾗ

86 小林　繁樹 ｺﾊﾞﾔｼ　ｼｹﾞｷ

87 小堀　真三九 ｺﾎﾞﾘ　ｼﾝｻｸ

88 小向　伸幸 ｺﾑｶｲ　ﾉﾌﾞﾕｷ

89 小和田　一孝 ｺﾜﾀﾞ  ｶｽﾞﾀｶ

90 齋藤　智人 ｻｲﾄｳ　ﾄﾓﾋﾄ

91 坂本　昭子 ｻｶﾓﾄ　ｱｷｺ

92 坂本　眞智子 ｻｶﾓﾄ　ﾏﾁｺ

93 桜井　幸彦 ｻｸﾗｲ　ﾕｷﾋｺ

94 佐々木　淳 ｻｻｷ　ｱﾂｼ

95 笹子　昭夫 ｻｻｺ　ｱｷｵ

96 佐藤　多加夫 ｻﾄｳ　ﾀｶｵ

97 佐藤　英継 ｻﾄｳ　ﾋﾃﾞﾂｸﾞ

98 佐藤　雅子 ｻﾄｳ　ﾏｻｺ

99 佐野　裕士 ｻﾉ　ﾋﾛｼ

100 靜間　景和 ｼｽﾞﾏ　ｶｹﾞｶｽﾞ

101 柴崎　兼次 ｼﾊﾞｻﾞｷ　ｹﾝｼﾞ

102 澁谷　英介 ｼﾌﾞﾔ　ｴｲｽｹ

103 澁谷　國男 ｼﾌﾞﾔ　ｸﾆｵ

104 島田　勝之 ｼﾏﾀﾞ　ｶﾂﾕｷ

105 清水　進 ｼﾐｽﾞ　ｽｽﾑ

106 清水　雅弘 ｼﾐｽﾞ　ﾏｻﾋﾛ

107 下平　花澄 ｼﾓﾀﾞｲﾗ　ｶｽﾐ

108 末髙　英世 ｽｴﾀｶ　ﾋﾃﾞﾖ

109 助川　滋 ｽｹｶﾞﾜ　ｼｹﾞﾙ

110 鈴木　瑛一 ｽｽﾞｷ　ｴｲｲﾁ

111 鈴木　浩治 ｽｽﾞｷ　ｺｳｼﾞ

112 鈴木　秀夫 ｽｽﾞｷ　ﾋﾃﾞｵ

113 鈴木　博 ｽｽﾞｷ　ﾋﾛｼ

114 鈴木　勝 ｽｽﾞｷ　ﾏｻﾙ

115 鈴木　義政 ｽｽﾞｷ　ﾖｼﾏｻ

116 須田　友明 ｽﾀﾞ　ﾄﾓｱｷ

117 須田　希 ｽﾀﾞ　ﾉｿﾞﾑ

118 須藤　豊哉 ｽﾄﾞｳ　ﾄﾖﾔ

119 関根　義昭 ｾｷﾈ　ﾖｼｱｷ

120 田上　信彦 ﾀｳｴ　ﾉﾌﾞﾋｺ

121 髙田　和雄 ﾀｶﾀﾞ　ｶｽﾞｵ

122 高橋　章 ﾀｶﾊｼ　ｱｷﾗ



123 髙橋　正行 ﾀｶﾊｼ　ﾏｻﾕｷ

124 髙山　史年 ﾀｶﾔﾏ　ﾌﾐﾄｼ

125 武井　壽夫 ﾀｹｲ　ﾋｻｵ

126 竹内　一弘 ﾀｹｳﾁ　ｶｽﾞﾋﾛ

127 武田　正 ﾀｹﾀﾞ　ﾀﾀﾞｼ

128 田中　進一 ﾀﾅｶ　ｼﾝｲﾁ

129 田中　次代 ﾀﾅｶ　ﾂｷﾞﾖ

130 田中　雅博 ﾀﾅｶ　ﾏｻﾋﾛ

131 田中　亮平 ﾀﾅｶ　ﾘｮｳﾍｲ

132 田辺　雅次 ﾀﾅﾍﾞ　ﾏｻﾂｸﾞ

133 田端　与也 ﾀﾊﾞﾀ　ﾄﾓﾔ

134 玉井　宏明 ﾀﾏｲ　ﾋﾛｱｷ

135 田村　敦 ﾀﾑﾗ　ｱﾂｼ

136 多武保　庄六 ﾀﾝﾎﾞ　ｼｮｳﾛｸ

137 土田　千景 ツチダ　チカゲ

138 土屋　昭夫 ﾂﾁﾔ　ｱｷｵ

139 土屋　京子 ﾂﾁﾔ　ｷｮｳｺ

140 円谷　多喜男 ﾂﾑﾗﾔ　ﾀｷｵ

141 手塚　威宏 ﾃﾂﾞｶ　ﾀｹﾋﾛ

142 手塚　和子 ﾃﾂﾞｶ　ﾏｻｺ

143 等々力　和子 ﾄﾄﾞﾛｷ　ｶｽﾞｺ

144 冨田　春夫 ﾄﾐﾀ　ﾊﾙｵ

145 豊川　竜多 ﾄﾖｶﾜ ﾘｭｳﾀ

146 長坂　博子 ﾅｶﾞｻｶ　ﾋﾛｺ

147 長瀬　崇 ﾅｶﾞｾ　ﾀｶｼ

148 中村　洋士 ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾛｼ

149 中山　実 ﾅｶﾔﾏ　ﾐﾉﾙ

150 中山　行夫 ﾅｶﾔﾏ　ﾕｷｵ

151 濤岡　太一 ﾅﾐｵｶ　ﾀｲﾁ

152 難波　みち子 ﾅﾝﾊﾞ　ﾐﾁｺ

153 橋口　英生 ﾊｼｸﾞﾁ　ﾋﾃﾞﾅﾘ

154 橋本　雅直 ﾊｼﾓﾄ　ﾏｻﾅｵ

155 花島　直樹 ﾊﾅｼﾏ　ﾅｵｷ

156 花島　靖雄 ﾊﾅｼﾏ　ﾔｽｵ

157 馬場　徹 ﾊﾞﾊﾞ　ﾄｵﾙ

158 早川　修 ﾊﾔｶﾜ　ｵｻﾑ

159 早川　龍 ﾊﾔｶﾜ　ﾘｭｳ

160 林　久仁子 ﾊﾔｼ　ｸﾆｺ

161 原木　隆 ﾊﾗｷ　ﾀｶｼ

162 原田　種信 ﾊﾗﾀﾞ　ﾀﾈﾉﾌﾞ

163 日隈　紹良 ﾋｸﾞﾏ ﾂｸﾞﾖｼ



164 氷見　育夫 ﾋﾐ　ｲｸｵ

165 廣内　世英 ﾋﾛｳﾁ　ｾｴｲ

166 広谷　達雄 ﾋﾛﾀﾆ　ﾀﾂｵ

167 福富　大治 ﾌｸﾄﾐ　ﾀﾞｲｼﾞ

168 福本　敬一 ﾌｸﾓﾄ　ｹｲｲﾁ

169 藤﨑　眞人 ﾌｼﾞｻｷ　ﾏｻﾄ

170 藤﨑　玲奈 ﾌｼﾞｻｷ　ﾚｲﾅ

171 藤本　真理子 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾏﾘｺ

172 古市　靖夫 ﾌﾙｲﾁ　ﾔｽｵ

173 細川　仁 ﾎｿｶﾜ　ﾋﾄｼ

174 堀田　任彦 ﾎｯﾀ　ﾀｶﾋｺ

175 本田　格也 ﾎﾝﾀﾞ　ｶｸﾔ

176 本多　義成 ﾎﾝﾀﾞ　ﾖｼﾅﾘ

177 真壁　裕明 ﾏｶﾍﾞ　ﾋﾛｱｷ

178 牧野　久子 ﾏｷﾉ　ﾋｻｺ

179 町田　貴敏 ﾏﾁﾀﾞ　ﾀｶﾄｼ

180 松井　静子 ﾏﾂｲ　ｼｽﾞｺ

181 松下　眞實 ﾏﾂｼﾀ　ﾏﾐ

182 松嶌　千佳 ﾏﾂｼﾏ　ﾁｶ

183 松原  稔 ﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾐﾉﾙ

184 松本　重行 ﾏﾂﾓﾄ　ｼｹﾞﾕｷ

185 松本　峻 ﾏﾂﾓﾄ　ﾀｶｼ

186 松本　英彦 ﾏﾂﾓﾄ　ﾋﾃﾞﾋｺ

187 松本　峰子 ﾏﾂﾓﾄ　ﾐﾈｺ

188 丸田　鎮 ﾏﾙﾀ　ｽｽﾑ

189 丸山　真哉 ﾏﾙﾔﾏ　ｼﾝﾔ

190 三上　晃一 ﾐｶﾐ　ｺｳｲﾁ

191 三木　克仁 ﾐｷ　ｶﾂﾋﾄ

192 三澤　壮太郎 ﾐｻﾜ　ｿｳﾀﾛｳ

193 三島　あき子 ﾐｼﾏ　ｱｷｺ

194 三島　洋 ﾐｼﾏ　ﾋﾛｼ

195 水口　英次 ﾐｽﾞｸﾞﾁ　ｴｲｼﾞ

196 南　　直幸 ﾐﾅﾐ　ﾅｵﾕｷ

197 宮　優子 ﾐﾔ　ﾕｳｺ

198 宮﨑　晴朗 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾊﾙｵ

199 宮澤　貞弘 ﾐﾔｻﾞﾜ　ｻﾀﾞﾋﾛ

200 宮澤　一宏 ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾓﾄﾋﾛ

201 宮田　利文 ﾐﾔﾀ　ﾄｼﾌﾐ

202 宮地　俊 ﾐﾔﾁ　ﾀｶｼ

203 武藤　城嗣 ﾑﾄｳ　ｼﾞｮｳｼﾞ

204 宗像　宏行 ﾑﾅｶﾀ　ﾋﾛﾕｷ



205 村上　守正 ﾑﾗｶﾐ　ﾓﾘﾏｻ

206 村松　重德 ﾑﾗﾏﾂ　ｼｹﾞﾉﾘ

207 本村　和義 ﾓﾄﾑﾗ　ｶｽﾞﾖｼ

208 桃木　三郎 ﾓﾓｷ　ｻﾌﾞﾛｳ

209 森岡　俊介 ﾓﾘｵｶ　ｼｭﾝｽｹ

210 森岡　俊行 ﾓﾘｵｶ　ﾄｼﾕｷ

211 森田　朋樹 ﾓﾘﾀ　ﾄﾓｷ

212 矢ケ崎　勘市 ﾔｶﾞｻｷ　ｶﾝｲﾁ

213 矢野　正明 ﾔﾉ　ﾏｻｱｷ

214 矢部　忠久 ﾔﾍﾞ　ﾀﾀﾞﾋｻ

215 山口　仁爾 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｼﾞﾝｼﾞ

216 山口　英也 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾋﾃﾞﾔ

217 山下　正博 ﾔﾏｼﾀ　ﾏｻﾋﾛ

218 山瀬　茂 ﾔﾏｾ　ｼｹﾞﾙ

219 山田　健太郎 ﾔﾏﾀﾞ　ｹﾝﾀﾛｳ

220 山田　総一郎 ﾔﾏﾀﾞ　ｿｳｲﾁﾛｳ

221 山中　愛 ﾔﾏﾅｶ　ｱｲ

222 山本　和男 ﾔﾏﾓﾄ　ｶｽﾞｵ

223 山本　博明 ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛｱｷ

224 箭本　ゆかり ﾔﾓﾄ ﾕｶﾘ

225 柚木﨑　剛介 ﾕｷｻﾞｷ　ｺﾞｳｽｹ

226 横堀 真也 ﾖｺﾎﾞﾘ　ｼﾝﾔ

227 吉川　彰 ﾖｼｶﾜ　ｱｷﾗ

228 吉野　諭 ﾖｼﾉ　ｻﾄｼ

229 吉野　友貴 ﾖｼﾉ　ﾕｳｷ

230 吉巻 友裕 ﾖｼﾏｷ　ﾄﾓﾋﾛ

231 依田　知久 ﾖﾀﾞ　ﾄﾓﾋｻ

232 和田　英子 ﾜﾀﾞ　ｴｲｺ

233 渡邊　明 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｷﾗ

234 渡部　悠介 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳｽｹ


