
北海道・東北ブロック
北海道支部

太田　洲雄 小西　功 入谷　雅人 遠藤　晃一 宮本　遵嗣
佐藤　訓史 石栗　浩 佐竹　邦夫 田村　嘉教 東條　二三夫

青森県支部
福田　博昭 山谷　幸江 平尾　秀夫 大谷　基史

岩手県支部
佐々木　美千代 宍戸　幸吉 斉藤　裕子 千葉　安孝 相馬　俊昭
藤原　良咲

宮城県支部
大和　弘 今野　秀俊 小髙　正三 村上　満 目黒　司一

秋田県支部
辻　隆宏 佐藤　忠廣 藤原　日出男 藤田　正典 深澤　重俊

山形県支部
西田　健次郎 黒田　審司 髙山　茂

福島県支部
紺野　正次 桑沢　一 中澤　泉 伊藤　比呂記 森岡　弘親

札幌市支部
菅原　繁 畠山　京子 谷口　敏夫 松田　留美子 相馬　京子
吉田　修貴

仙台市支部
佐藤　静香 岩井　仁

関東・甲信越ブロック
茨城県支部

柏　登美男 新田　久雄 金田　清一 大森　博之 城内　洋二
飯田　武 神達　芳男 桜井　隆一

栃木県支部
阿原　正昭 飯島　勇 中島　久雄 須戸　松樹 塚原　一彦
鶴貝　活一

群馬県支部
藤井　初男 小倉　次男 金井　紫朗 黒澤　昭司 金井　敏行
福田　東一 古谷　勝市 鈴木　信昭 井上　睦男 荻野　明二
武藤　敏春 今井　好富 内田　晃治

埼玉県支部
西村　昭枝 中村　網秀 木下　潔

千葉県支部
木村　正澄 長田　茂雄 石山　光義 藤川　漢 間野　茂
吉野　たず子 鎌田　貢司郎 河野　靖浩 戸邉　正彦

東京都支部
小暮　茂光 長束　光芳 関谷　信子 岩田　友子 星野　進哉
松坂　洋介 長谷川　馨 鈴木　直人 高崎　利男 樋口　武夫
會田　秀男 浅野　哲哉 髙橋　悦子 田口　健司 小島　利夫
倉持　洋子 相楽　満智子 東　由雄 遠藤　益夫 秋山　弘之
中田　勝利 鈴木　広之 田代　優美子

神奈川県支部
鈴木　一彦 谷井　帛代 髙桑　澄 瀬川　清光 白尾　裕
島崎　恒美 藤巻　和夫 名倉　文夫 横山　貢

新潟県支部
皆川　敏雄 南澤　忠信 小山　廣志 矢尾板　一吉 法島　健二
渡邉　亮 戸田　進 涌井　政治 星野　正仁 松田　敏秋
三宅　恵佐男 中村　正春 五十嵐　重弘 春日　民雄 田中　正道
杵鞭　定夫

長野県支部
市村　勝治 土屋　茂樹 北原　洋義 宮澤　宏治 近藤　和志
古瀬　満 永井　康宏 丸山　直人 渡辺　慶基 藤澤　今朝雄
竹節　寿敏 三井　昭



さいたま市支部
榎本　一男

千葉市支部
長谷川　秀夫

横浜市支部
平本　晃一 受川　寿夫 佐藤　宏

川崎市支部
吉原　清 伊藤　喜美子 後藤　治

東海・北陸ブロック
富山県支部

川合　範孝 南　幸雄 石金　寅吉 髙島　和夫 細川　好道
倉田　正明

福井県支部
荒谷　忠勝 清水　淳雄 中村　一則

岐阜県支部
三原　慎也 市原　庸光 古田　孝治 宮洞　勉 加藤　芳克
木下　靖 河村　郁夫

静岡県支部
平山　正孝 内田　正一 杉本　盛毅 宮本　照 土屋　政夫
古関　岩男 歌川　忠平 川口　武洋 齋藤　勝一 飛澤　敏明
森田　毅 伊藤　勝司 安井　道典 松本　典夫 大髙　義彰
横田　和久 百鬼　照旦 堀川　峰男

愛知県支部
岡田　三男 山口　雅弘 舟橋　卓 浜崎　昭夫 山本　銈吾
尾関　康子 岡田　孝一 浅井　幹夫 二井　まり子 山下　康彦
實本　晋一

三重県支部
松井　正秀 濱口　純博 中川　伸一 濱口　武次郎 杉坂　修
黒宮　尚二 長谷川　敏明 平子　盛雄 大家　義廣 福山　勝己

名古屋市支部
惠土　松山 荒川　治子

近畿ブロック
滋賀県支部

櫻井　康弘
京都府支部

新治　万喜雄 岡田　雄一 高橋　正年
大阪支部

米山　順介 福居　忍 西浦　結香
兵庫県支部

島本　邦夫 加門　敏明 畑　茂樹 場谷　和彦
奈良県支部

鳥山　邦彦 玉木　宏和 土谷　昌弘
和歌山県支部

金原　芙美子 川端　章史 谷内　喜一郎 中岡　康守
京都市支部

宮本　猛 大庭　真一 田村　靖也
神戸市支部

松田　一郎



中・四国ブロック
島根県支部

田中　光行 平井　守 岩田　公行 北脇　志都男 佐々木　恭子
石渡　敏昭 青木　登志男

岡山県支部
安本　実 加藤　廸也 白神　哲夫 横川　修 堀　一弘
佐々木　裕子 金田　敏之

広島県支部
池田　耕治 金満　章代 小原　昌文 山根　昭美 半田　慶久

山口県支部
白神　史雄

香川県支部
玉木　照章 上原　政則 平尾　雅彦

愛媛県支部
竹口　恒紀 直本　茂 河村　晋作 山下　樹一郎 山本　和弘

高知県支部
林　勇喜 濱田　英城 森部　道栄 有田　裕彦

九州ブロック
福岡県支部

中村　善幸 野田　好記 北嶋　秀敏
佐賀県支部

坂本　弘志 前田　常博
長崎県支部

諏訪　美紀 吉本　敏臣 徳永　吉彦 佐藤　忠隆 中村　佐知子
熊本県支部

山口　幸富 本田　敏次 江上　和平 宮部　光輝 松本　修平
竹下　賢

大分県支部
植木　節子 渡部　法子 後藤　孝文

宮崎県支部
中山　司 黒木　克彦 吉田　和利

鹿児島県支部
園田　孝義 太良　富彦 迫田　晃司

沖縄県支部
波平　恵子 東崎原　敏夫

北九州市支部
宗　実正

福岡市支部
吉松　和俊 佐藤　滋信

合計　294名


