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＜福岡県＞
大淵　京子 佐藤　哲也 堤　重光 河島　繁喜 宮﨑　悟
近藤　洋子 瀬戸島　政廣 福永　三枝 菊川　正美 中村　伸高
菊谷　梅幸 渡辺　惇 中島　忠男 下川　蓮男 大庭　均
松本　錫太郎 石山　秀一 江上　弘巳 小川　ヒロエ 相良　ユクエ
田嶋　禧子 畠中　修 宇戸　工 島津　興人 大渕　秀代
山本　満洲子 佐藤　与志人 冨田　信之 後藤　鈴香 水落　正憲
原田　利光 石橋　定子 江崎　時義 内田　美智子 加藤　春男
熊井　佳子 篠原　房子 井口　秀敏 鴫山　厚子 喜多　庸男
牟田　正 藤丸　常夫 桑野　勝之 白水　久佳 中村　伸高
古賀　留男 熊本　恭子 執行　幸江 古賀　京子 木下　平
岡本　秀子 中其　守 天田　正昭 弥永　國男 永津　登志隆
渡部　健次 江崎　コズエ 井口　フミエ 杉　政直 広田　ツユミ
島崎　安弘 諸藤　照子 中川　利雄 滝上　宣子 丸木　和澄
小林　能之 廣松　美江子 木下　和子 上野　美治 徳久　勝己
松永　敬子 疋田　美紀子 藤丸　常夫 荒巻　和代 西丸　道郎
中尾　正 国崎　幸子 乗富　茂行 波多野　利幸 中川　昇治

＜佐賀県＞
諸井　義男 西森　楠男 原　正子 正林　武弘 松本　弘
松尾　菊美 前園　光子 西國　利満 樋渡　博 二瀬　光夫
諸岡　良信 松永　經二 大坪　武信 寺田　博明 福吉　佶
中島　昌二郎 三根　善理 北島　照善 中嶋　祥子 大川内　謙司
松本　弘 菅　昭義 大坪　新三 北島　一麻 大田尾　清次
山本　玄武 松尾　紀子 永石　和喜 堤　紘子 神近　英明
宮﨑　数江 川﨑　茂一郎 森園　宏 江頭　政勝 吉川　昭勝
原　利之 中嶋　俊幸 土師　清介 田中　達昭 日高　八千代
中島　信義 北島　照善 吉田　照彦 下池　修 坂井　良子
森　一夫 小柳　政文 秋山　定義 柳郷　勝吉 宮原　正光
末安　茂美 佐保　ミツエ 佐保　一紘 野田　六男 野副　栄次
菖蒲　正紀 福元　信俊 中島　信代 垣内　和子 寺田　恭夫
中嶋　俊幸 落合　年幸 坂本　のり子 中嶋　俊幸

＜長崎県＞
枝松　義光 井上　勇 中村　良三 藤兼　哲雄 松本　三角
岩永　福次 谷山　辰男 西坂　敏孝 速水　日出男 馬場　利彦
田中　義秀 東　徳子 横浦　泰則 里野　末雄 斉藤　正枝
阿比留　信圭 田中　定 谷川　泰男 川田　ノリ子 堤　和子
松村　まゆみ 小林　建治 迎　忠敬 松添　勉 野口　善一
若松　候男 峰　敏明 井田　義雄 島田　利春 下田　康子
小浦　喜久重 横浦　泰則 太田　勲 泉　勝宏 窄　儀則
竹腰　義和 辻野　日出夫 田﨑　光代 野中　珪子 園田　靜男
中島　泉

＜熊本県＞
西原　次雄 池田　勇吉 本田　堅重 佐々木　一敏 坂口　美代子
岡村　寿子 髙木　文子 中田　喜直 上田　福代 山下　和郎
福田　芳行 後藤　實 井川　輝征 右田　偉尋 吹田　サチエ
柳田　勉 坂梨　シヅ子 坂本　七郎 森野　ヨシエ 石井　みさえ
寺岡　昭憲 西田　春代 松永　チハル 田中　フミ子 辻　暁美
田川　文治 増田　孝進 小川　洋子 髙木　義正 園田　一善
園田　秋博 古田　広美 藤田　昭子 西　政彦 吉里　正昭
杉本　眞也 明瀬　國雄 坂梨　照幸 波多野　サワ 岩山　政利
山口　光男 上田　孝喜 坂本　国利 岩本　テルミ 井上　禮子
富永　三千代 氏橋　武士 村上　勇三郎 楮本　耀子

＜大分県＞
長友　康広 三浦　巌 河南　光洋 隈　嘉子 田原　憲
菅原　文子 徳久　光夫 穴井　隆志 岩尾　吉太 中本　紀之
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＜大分県＞
市野瀨　文雄 小幡　和子 田原　憲 舎川　由美子 工藤　寿一
古荘　正善 御手洗　宏澄 広嵜　正彦 井澤　伸行 岐崎　栄
朝倉　克弥 黒木　ツル子 中村　恵子

＜宮崎県＞
坂元　鶴男 越口　皐月 山田　辰義 松本　隆佳 針山　先盛
山本　三千代 蔵重　茂久 田中　フサ子 浜野　幸一 宮崎　スミ子
片桐　征子 渡辺　良政 冨森　辰弘 池袋　えり子 疋田　次二
山中　シゲ子 福永　秀則 丸田　進 東原　ミドリ 中村　勇夫
末原　勝 綟川　太 福満　幸春 佐藤　克己 桑俣　節雄
大久保　諭 津曲　正信 河野　雄三

＜鹿児島県＞
田中　孝一 福島　由利子 小久保　強 奥村　哲哉 堂薗　一男
松園　ミチ子 古川　美智良 吉永　淳子 川畑　健治 下中野　良徳
日高　忠重 堀之内　勝 上青木　繁 若松　幸治 有川　征男
福留　満 辻　春美 大田　八束 岡村　美代子 岡村　美代子
佐々木　政子 石橋　勝利 川村　裕子 国越　英三 堂原　六郎
田畑　俊文 吐合　隆志 西園　律子 田尻　昭義 吉留　悦郎
一松　クミ子 平田　ヨシ子 山本　健一 祝迫　義典 福山　敏幸
川上　順子 坂元　ミナ子 安井　光紀 田中　豊子 末広　冬子
下古立　勉 松下　孝一 水流　信隆 栫　俊郎 吉井　三男
川前　義一 江藤　文人 飯隈　愛一郎 駒崎　和男 中村　芙佐美
浜田　トシ子 沖田　泉 増野　正利 長濱　崇 末広　昭恵
満木　勇 脇田　厚子 石坂　清一 上羽坪　すみ子 高浦　和子
後潟　明 新村　敬二 米田　司春 馬籠　徹 木場　みつえ
福島　宏 東　正昭 花木　義美 橋口　垂子 川口　輝
寺園　加代子 久保園　兼文 谷口　昇 肝付　修制 蛭川　正二
川路　マサ子 野間　煇弘男 向吉　一行 外園　まき子 大平　千本
福山　善孝 立本　ケイ子 奥村　ムツ子 野元　文男 川原　宗丸
中西　ヨリ子 新原　右三 東　とし子 渡辺　利雄 白川　トミ子
水口　初美 野村　繁 加治木　ケイ子 櫨山　紀男 松尾　トミ子
奥村　ムツ子 外園　一郎 井ノ上　ハツエ 市来　政光 黒羽子　 富
温水　道子 湯脇　聡子 榎屋　清孝 通山　紀子 清水　紀子
平田　暢孝 救仁郷　弘子 篠原　豊 福嵜　ミスエ 宮内　満義
壱岐　司 佐藤　リツ子 脇野　サダ子 吉岡　幸保 井上　尚典
宮川　洋子 轟木　富子 有留　正人 石坂　清一 西田　恭子
水町　道子 岩川　登 増田　千恵子 脇田　冨士子 内海　五十六
外園　貢 福冨　久 篠田　夏男 小牧　正三 木藤　ムツ子
奥平　友子 満石　健 櫻木　俊雄 一氏　典従 宮越　凉子
城山　サリ子 山口　ヤス子 真竹　アキ子 上浦　伸一 新保　秋則
鳥越　哲志 上之門　美代子 門倉　奈利子 上原　真知子 久保田　良照
本倉　節子 福元　正伸 新屋　文 國分　隆 佐藤　宣昭
南　宏 上薗　圭子 指宿　道子 池辺　征一郎 山迫　健蔵
槐島　順子 本田　照子 加治屋　隆 小湊　富男 坂元　良彦
小谷　千代子 浅井　淳 玉井　一美 福永　義和 川原　勉
西ノ園　翠 北村　貞志 盛田　ツヨ子 橋元　勇 荒武　章
牧原　ヤスエ 駒水　喜代子 川島　一俊 下宮　寛海 厚ヶ瀬　トミ
隈元　勇 坂下　孝 川田　節夫 榎屋　博文 勝間　末英
野田　征男 畠井　延子 藤田　弘子 山内　政枝 村田　稔
下町　敏彦 山中　恒

＜沖縄県＞
棚原　昇 仲皿　富弘 嘉手苅　エミ子 仲村　清光


