
北海道・東北ブロック（65名）

北海道支部

岩田　勝一 長谷川文洙 小野寺義孝 上中　恵信 竹内　　功
髙橋　啓一 三好　　悟 小松　俊幸 高橋　敏典 福居惠美子
鈴木　勝一 分銅　和夫 鵜頭　正好 酒井　敏文
福　　一城 中山みち子 林　　　護 塩見　謙二

青森県支部

河村　靖彦 浪内　　進
相馬　　繁 野呂　貞一
浪岡　真逸 佐々木清隆
立花　正文

岩手県支部

近藤　康郎 佐藤　秀春
鈴木　幸雄 阿部　孝利
安部　　登 髙林　昭子
千葉　正利 新里　秀明

宮城県支部

岩間　明男 本宮　仁一
長岡　　滋 後藤　洋志
川嶋　保美 大友　康信
阿部　　操
小野寺清伍

秋田県支部

奈良岡　忠 石郷岡秀雄
石田　博司 又井　和彦
渋谷　清春 高橋　康利
佐藤　　勝

山形県支部

岡崎　春雄
斎藤　　等

福島県支部

日野　　隆 七木田一俊
根本　源二 萩原　宗夫
佐藤　恵子

札幌市支部

佐渡谷孝祐 坂原　豊一 栗原眞由美
吹田　　均 田中　良憲 菊地　　勝
星野　正博 廣瀬美代子 小松　継治

仙台市支部

高成田哲二



関東・甲信越ブロック（143名）
茨城県支部

飯田　  功 平野　　毅 鈴木　治夫
鬼澤　一正 田口　　清 新井　一江
増子　欣一 福井　義信 稲川　正夫
大髙　英雄 酒井　武夫 飯野　浩嗣

栃木県支部

金田　延男
蛭町　隆一
佐野　邦夫
越沼　  稔

群馬県支部

大谷　秀行 塚田　修治 木暮　佳功 品川　 悟
小林　孝司 内堀　将照 石川　寿昭 斎藤　 脩
秋山　照雄 本多光太郎 髙橋　國夫 栗本　智夫
矢嶋　智信 越田　昭子 櫻井　利治 野澤　三郎

埼玉県支部

水落　金治 増山　都子
増田　　忠 平沼　孝子
岡田　恭平

千葉県支部

須田日出夫 小谷　義和 大谷　敏子
舟橋　春人 川上　　浩 黒川　久和
中臺　敏行 髙橋　真一 菅谷　幸二
今井　泰雄 島田　　眞 椎名大一郎

東京都支部

保坂　輝行 関根　義彦 長谷川昭司 高木　幹生 山本　英雄
本間　 修 真崎　忠義 廣井　 勲 山川　秀雄 中村　好雄
細井　時一 河合きみい 土田　悟司 寺岡　芳雄 山下小百合
知久　金蔵 上原　晃道 簗田　秀雄 熊倉　昭夫 杉浦　 実
佐藤喜代八 大嶋　正義 矢原　 正 一木　眞雄 田村　 功
亀井　敏幸 村上　健二 神谷　伸一 福田　浩二
杉崎　武彦 藤沢　広美 井上多美子 北島　 誠

神奈川県支部

髙橋　哲夫 高橋　政男 金本　載善
鈴木　一治 吉水　啓子 芦原　弘一
澤野　博信 白石多津乃 阿形　良春
宮川　茂夫 大井　正一
鈴木　利一 野口　廣一

新潟県支部

高口　貞夫 高野　英男 小林　一三 菊池　利道
近藤　隆夫 佐藤　三男 阿部　勝治 阿部　晴雄
坪谷喜代一 駒形　道子 猪又　重信 本間　徳七
原田　三雄 中島　　茂 平山　昭冶
笹岡　正治 西本　栄喜 舘田　　克



山梨県支部

脇坂　順児
高野　正彦
内藤　敏雄

長野県支部

井出　秀一 榎　　 昌宏 伊藤雄一郎 小島　信助
中原　完二 大橋　　茂 小池　勇吉
千田　忠司 永瀬　完治 滝沢　修平
伊藤　　好 草深　　温 松澤　孝憲

さいたま市支部

小林　一治
落合　リン
榎本　一男

千葉市支部

小林　久三
猪俣　伸吾

横浜市支部

小平　 彰 菅野　顕治
中野　二雄 横溝　忠明
山賀　 勉

川崎市支部

田邉　裕之 浅見　弘子
倉田　清隆 大川　 均



東海・北陸ブロック（70名）
富山県支部

尾田　武雄 岸本　正行
林　　勤 瀧口　　豊
岩瀧　信廣 尾近　三郎

石川県支部

真田　通夫
荒川　　汎

福井県支部

田嶋　哲夫 江南　浩二
橋詰　　勇 西本　勇一

岐阜県支部

大島　康弘 三輪　利夫 小栗　博寿 太田　弘一
柳瀬　能文 遠藤　和正 二村　貢正
神原　勝信 加藤　國晴 尾埼　敏幸

静岡県支部

上村　和正 小林　　厚 加藤　政己 伊藤　稲恵 加藤　純男
居山　達朗 市川　　晢 大野　　泰 峯田　　哲 宮野　昭男
土屋　義子 高山　洲一 山内　澄夫 山田　　均 西岡　保吉
石川　又英 高橋　　誠 増田美枝子 内藤　靖雄

愛知県支部

岡本　　亨 宮本　　武 小坂　昌弘 中西　健仁
村上　勝洋 浅野　　博 村瀬　好春 杉浦　清高
大宮　崇資 深見　嘉一 脇田　千年 沓名　　宏
五木田裕治 早田　岸雄 柴田　衣子

三重県支部

東　　 　聡 森　　　 連 椋龍　清昌
川上　義正 久米　繁則 加瀬　堅二
本田　　脩 川口　隆雄 西　　 栄造
細木　新八 松岡　道男

名古屋市支部

伊藤　尚二
丹羽みち子
西郷　敬子



近畿ブロック（37名）
滋賀県支部

新庄　博志 三好　良二
辻川　知 水谷　勝彦

京都府支部

河内　敏明 阪本　　譲
間苧谷栄一 片山　年朗

大阪支部

増田　一惠 丸一　武志
朝倉　三尋 出田　三枝

兵庫県支部

品山　義夫 西村　徳一 上村千穂子
倉本　　肇 松田　　剛 坊垣　悦子
安達　隆男 橋本　英世

奈良県支部

櫻井　好央 尾上　碩典
北尾　　靖 西口　利一
今中　義弘 久保田一美

和歌山県支部

玉田富美子 中井美代子 丸山　静雄
鳥羽　捷子 貴志　安子
小出　賀美 下垣内　博

京都市支部

宮北　昭夫
石川　浩三

神戸市支部
齊藤　充代
大川　順三



中・四国ブロック（42名）
鳥取県支部

宮本　健一
大柄　重人
堀田　修二

島根県支部

内田　隆穂 永井　典文 面谷　洋行
竹原　敏正 大賀　　強
細貝　英一 森谷　正男

岡山県支部

戸田　和太 柴田　　守
笹埜　典正 豊福　俊博
髙谷　一郎 櫻井　千秋

広島県支部

木谷　憲昭 岡本　洋三 舛本　信弘
水島　守人 松本　　衛
鑑原　佑枝 土屋　賢二

徳島県支部

野々瀬德志朗

香川県支部

中野　　薫 八阪　　優
藤田　弘美 細川　　潔

愛媛県支部

細川　壽喜 山田　　榮 正岡　隆昭
佃　　 紀夫 森田　澄江 丹下ツヤコ
髙澤　宗一 濱田　郁雄 山口　芳恵

高知県支部

前田　正喜 坂本　好子
中岡　一登 間城　俊秀

広島市支部

西岡　　孝



九州ブロック（50名）
福岡県支部

帆足冨美子 津留﨑雅俊 宮﨑　信明
長尾　一良 武内　三男

佐賀県支部
北村　邦弘 井手　清敏
増本　義直 石橋　竹春

長崎県支部
松野　秀盛 山口しげ子 御手洗輝美
吉永　惠介 石江　則明
片岡　義則 横山　 元

熊本県支部

魚山　勇次 高山　昌寛 村上　武春
萩原　雄治 德丸　和也 栗丸　紀子
宇野　堯浩 下妻　 茂

大分県支部

梅木　利夫 西村　和夫
亀井　孝志 財津　悦子

宮崎県支部

丸毛　　進 松浦　真治
乙丸　治子 中武　和生
河野　仁延 西本　英幸

鹿児島県支部

福元　一実 別府込初男
山下　　忍 松山　智宏
池田　利雄 永仮　重貴

沖縄県支部

横目　藤洋 玉城　忠次
高江洲邦子 野村　安志
中山　　一

北九州市支部

元森　昌彦
佐々木　譲
妹尾　博義

福岡市支部

寺島田鶴子
溝口　修藏


