
　会員数：315名 令和5年　

赤真　秀人 岡村　静夫 酒井　孝敏 谷掛　龍夫 原　禮子 八代　英祐

赤松　邦朋 岡村　善行 酒井　芳秀 谷川　利昭 坂東　正積 安田　直人

秋田　俊彦 岡本　信三 榊田　智之 谷川　寿郎 樋口　雅彦 安田　嘉太郎

淺井　隆二 沖田　正憲 榊原　浩一 谷水　利江子 久井　直彦 梁川　正普

足立　淳 奥　雅哉 榊原　敏彦 田原　邦男 平井　克彦 矢野　亨徳

阿達　泰之 乙訓　史樹 櫻井　一雄 田村　彰夫 平井　宏承 山際　拓馬

阿部　友弘 小野田　宏 櫻井　啓之 千明　孝一郎 平川　浩之 山口　和久

阿部　栄乃進 折手　邦雄 佐々木　勇 塚脇　正幸 平沼　龍漢 山口　博司

新井　勉 海谷　幸司 佐藤　堅一 辻　弘毅 福井　栄一 山﨑　睦雄

新井　浩明 柿内　孝幸 佐藤　則子 辻川　弘 福島　潤一 山田　和正

新井　弘一 垣本　晃宏 佐藤　雄司 角田　修男 福田　義明 山田　弘

安道　光二 垣本　栄一 佐藤　豊 出口　俊一 福地　敏彦 山田　泰司

飯田  正剛 梶川　憲一 佐野　幸一郎 土井　久美子 藤澤　澄雄 山中　元夫

飯田　美加 片山　晃 佐橋　五十雄 得永　光雄 藤田　岳彦 山野　耕嗣

猪鹿倉　秀武 加藤　裕司 塩入　とめ子 戸佐　眞弓 藤原　悟郎 山本　武司

生垣　博志 門屋　明 四家　雄ニ 戸波　亮 藤原　隆 湯浅　健司

池田　豊治 金子  和夫 篠田　一郎 虎取　正剛 藤原　秀起 横井　有人

石井　弘美 兼子　尚也 篠田　典子 鳥海　達夫 古川　雅且 横瀬　兼二

石井　義人 兼松　康太 島川　利子 永井　玲子 細川　雅史 吉岡　裕志

石郷岡　松太郎 兼行　聡 下河邉　俊行 中川　信幸 程田　健司 吉田　勝己

石田　正胤 上井　武光 下河邉　博 永田　壯一 程田　真司 吉田　俊介

石原　憲 亀井　哲也 下河邉　行雄 中西　純穂 堀尾　伸一 吉田　哲哉

出田　旬 河合　明弘 下野　茂雄 中西　健 本間　充 吉田　照哉

市瀬　章 川勝　裕之 下屋敷　千尋 長橋　賢吾 前田　良平 吉田　晴哉

市瀬　一浩 川島　伸二 庄野　宏志 中原　俊昭 槙　明子 吉田　久則

市村　義和 河津　章夫 全　尚烈 中村　明人 牧埜　幸一 吉田　正志

伊藤　勲 神田　宏治 白井　岳 中村　圭太 幕田　昭男 吉田　安惠

伊東　克郎 喜田　啓照 白瀬　善直 中村　政夫 正木　太一郎 吉田　豊

伊藤　紀子 北所　直人 ｽｳｨｰﾆｨ ﾊﾘｰ ｼﾞｮｾﾌ 仲谷　善彰 松井　淳二 吉本　雄二

伊藤　正徳 北村　和江 末吉　智博 中山　栄一 松﨑　勉 米田　稔

伊藤　雄二郎 北村　圭一 菅井　眞吉 長山　尚義 松田　幸生 劉　連城

伊藤　佳洋 北村　政昭 杉浦　和也 成田　章 松村　真司 六郎田　靖

稲川　一 木村　直人 杉浦　隆 成塚　清志 間山　修 脇山　良之

稲葉　千恵 日下　幸徳 鈴木　信行 西　浩明 丸山　和宏 和田　吉弘

犬塚　悠治郎 国田　正忠 鈴木　誠 西浦　和男 三浦　啓一 渡邉　隆夫

井上　恵司 栗林　英雄 須藤　英之 西岡　透 水上　太加志 渡邉　利

今田　正男 桑田　照夫 清家　聖仁 丹羽　久一郎 水上　行雄 渡邉　浩章

今津　清 河野　洋平 瀬谷　隆雄 丹羽　裕正 水口　雅喜 渡邉　靖子

岩崎　伸道 國分　純 薗部　博之 沼倉　宏利 水沼　洋文 渡辺　雅夫

岩松　美千子 小坂　敬 髙篠　憲一 野上　和政 三富　馨 亘　宏之

上水　公 小菅　定雄 高田　恵一郎 野﨑　昭夫 三村　卓也

臼井　正行 後藤　英成 髙田　健治 野々垣　聡一郎 宮浦　功一

宇田川　宗孝 小濱　正智 高野　葉子 萩原　和矢 宮永　保寿

内山　眞 小林　孝範 田上　豊 橋口　スイ子 宮平　保幸

馬越　邦彦 小林　誠 髙見澤　雄一郎 橋口　博 六井　元一

恵川　俊男 小村　正二 田記　正規 橋詰　弘一 村尾　賢二

江馬　由将 小谷津　延弘 武岡　大佶 濵田　洋志 村岡　尚彦

遠藤　裕之 小山　大介 武田　修 濵地　一志 村上　百合子

大島　豊彦 斎藤　二郎 竹田　辰紀 濱本　泰彰 村田　能光

大田　和久 齋藤　敏雄 多田　賢司 濵本　洋輔 村野　康司

岡田　紘和 齋藤　久明 立川　勝則 早川　薰 森口　隆一郎

岡田　牧雄 斎藤　英樹 辰己　岩夫 林　邦良 森田　竹哉

岡田　将一 齋藤　實 田中　真史 林　啓二 諸江　幸祐

岡田　美佐子 齊藤　四方司 田邉　秀郎 林　政宏 門別　貴紘

岡田　義広 嵯峨　健民 谷岡　康成 林　正道 門馬　光直


