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＜茨城県＞
國　信行 菊池　勇 木村　照子 野口　寿雄 大和田　憲子
花岡　洋一 見山　清 齊藤　正志 坂戸　敏之 落合　ツル子
天貝　芳昭 薄井　俊雄 国政　六男 中川　きみ子 山崎　玉枝
宮崎　廣子 大久保　秋雄 小林　友子 鈴木　かおる 宮本　とし子
柳澤　光治 山本　清吾 飛田　邦子 大戸　康夫 羽持　勝子
田口　恵子 植竹　静江 鈴木　かおる 神山　千代子 山城　勝
山﨑　行雄 滝澤　幸一 羽山　律子 山本　俊雄 大和田　喜美代
富樫　順子 島根　京子 片桐　郁子 青木　すみ子 福田　広志
千葉　勝雄 青木　映 飯田　政子 長峯　武夫 綿引　登美子
野口　清 大川　幸彦

＜栃木県＞
添野　正夫 泉　登志子 髙原　浩 青木　禮子 黒須　基允
落合　貞子 田川　武男 鈴木　俊夫 秋元　二夫 筒井　一七五
松林　美恵子 牛久　繁夫 櫻井　徹 大関　博 今泉　年市
安藤　幹雄 針生　喜子雄 大賀　光雄 大森　輝男 宇賀神　裕
鶴見　君江 高江　富夫 田名網　初子 飯田　守 富田　岩男
高津戸　功 岩下　和子 長野谷　孝男 梅山　ヒサ子 片山　耕一
竹内　シゲ 吉沢　賢治 大森　義則 小峰　義正 野部　勝
大久保　幸雄 高橋　辰夫 手塚　秋子 新沼　久子 吉野　起世子
松村　やい 佐久川　カツイ 手塚　郁朗 石川　栄次 兼子　廣光
石崎　和夫 松田　民司 小林　恒雄 塩澤　周示 弘山　勇
小島　正紀 青木　セツ子 永野　実 波岡　博 鴨川　晃一
山口　憲文 荒居　幸一 松本　キミ枝 田中　利夫 佐藤　孝子
川島　フミ 岩川　和男 荒井　照男 荒井　照男

＜群馬県＞
鈴木　豊治 平賀　一 須藤　祐伸 植竹　元男 辻　佳男
小川　安江 青木　昭博 篠原　せつ子 森岡　百合子 本宮　敏宏
石井　隆 丸山　マサ子 武田　進 明石　雅夫 立石　忍
岡田　東作 立石　忍 田村　春太郎 山藤　圭 吉田　峯二郎
植竹　伸明 高橋　吉昭 鈴木　清一 南雲　勇 志村　和子
柳澤　アイ子 小林　隆則 小出　マサ子 金子　い志 小林　淳
桑原　テル子 野口　ふみ子 神保　桂次 霞　勝義 岡田　トシエ
塚田　進男 大場　まさ 角田　せつ子 高橋　清子 千明　正二
須田　一男 高橋　弘 角田　義夫 奥田　成 関口　弘
藤森　寿吉 阿久澤　嘉昭 渋澤　正信 篠原　庄治 大塚　能士
水出　春三 岡田　みち子 高橋　八十二 荻原　富行 川﨑　俊一
新井　貞夫 楠田　泰彦 大石　雅嗣 古川原　正彦 小林　タマ江
砂長　憲一 土屋　政治 菊池　章 原沢　とし子 関根　敏男
津久井　滋 鈴木　清一 長谷川　政子 分地　文子 中村　政夫
高橋　建一 松井　栄三 永井　恒 大平　美枝子 鈴木　良次
曽我　恭秉

＜埼玉県＞
中島　吉徳 白石　繁雄 菅井　浩 鈴木　康之 田中　穂積
井出　憲一 秋山　春子 野口　秋男 佐藤　寅治 前田　進
金子　良子 阿部　光佑 久野木　透 山田　雅己 藤沢　浩昭
柳川　宣行 大宮　喜市 堀下　昇 栗原　稔 飯村　智恵子
小幡　光昭 飛鳥馬　光 青木　晶子 佐藤　賢吉 手塚　冨士雄
青木　征治 中島　稔 西脇　廸子 佐藤　レイ子 草彅　悟
小林　紀代江 藤井　範子 吉田　忠晴 船生　利雄 新井　和子
石井　健治 金沢　芳樹 畑中　勇雄 小森谷　静江 斉藤　美之
島村　義明 本橋　三郎 川　庸子 川口　詢二 新井　邦介
平沼　功 小幡　圭子 市来　民三 金井　征児 村上　紀子
福田　邦夫 城田　博夫 馬場　英子 荒瀬　ひろ子 竹内　栄一
野辺　良男 横田　義勝 赤瀬　満義 安藤　尚子 秋山　二郎
後藤　とき子 星野　晃三 石坂　栄司 柏崎　保 林　永子
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＜埼玉県＞
植竹　悦子 菅原　宇多子 立川　君子 桜沢　千賀子 金子　良子
杉崎　治子 丸山　園次郎 吉野　恵子 西村　敬治 谷野　洋明
田部井　秀二 森屋　カヨ子 黒石　光作 小沢　一雄 佐々木　泰夫
関田　正夫 福島　しず子 鹿島　幸作 一之瀬　武夫 髙島　優子
竹野　幸子 黒川　忠男 千島　好春 浅賀　淑光 佐藤　忠平
黛　武男 今井　佳樹 近藤　安雄 笠間　暉雄 髙島　忠之
北本　フミ子 中村　シゲ子 代島　百合子 竹内　和夫 風間　憲子
岩下　政井 石坂　栄司 高須　勝彦 大野　紀久子 横川　賢二
鈴木　良彦 安藤　一久 青木　茂樹 市川　光子 森屋　カヨ子
和智　正 木崎　勝也 田部井　ヨネ子 眞下　勝子 坂本　美恵子
本間　弘子 白田　弘子 柿沼　勝司 大澤　秀子 山下　訓男
国井　勝 蛭田　サチ子 堤　武春 堀口　文夫 内田　十司
岡本　修 笠井　幸司 髙橋　勇治 櫻田　春男 長谷川　茂
野中　仙芳 大澤　勝子 岡田　初枝 青木　命子 横田　久義
清水　敏治 久保木　哲也 岩井　宣好 来須　忠夫 大内　毅
吉田　康子 土岐　三男 須藤　益夫

＜千葉県＞
徳丸　君代 今関　照代 宝　至 鈴木　貞子 髙橋　美喜枝
松岡　英祐 秀島　是信 榎本　幸子 宮岡　三郎 森田　みつ子
鈴木　年重 北島　昭彦 髙野　利男 菅原　照雄 小柴　志津子
大屋　博 上原　俊男 荒木　禮子 酒井　寿男 中山　暉
高山　公江

＜東京都＞
桜井　洋子 大河原　栄子 小柳　幸男 末吉　春子 竹内　芳子
遠藤　銀蔵 佐藤　幸三 小田　佳子

＜神奈川県＞
福田　誠 松石　明美 緒方　静江 鎌田　稔 相澤　光
永田　輝夫 福原　静枝 藤村　俔二 比留川　寛 吉村　稔
保田　京子 高田　杉代 村永　正幸 青木　瞬 菅原　啓藏
河野　末次 小倉　道弥 早川　健 松雪　利春 立石　良夫
牧野　紘一郎 辻　敏夫 小奈　悦男 森　明子

＜山梨県＞
村松　進 藤原　教夫 土橋　三雄 小林　好江 保延　利男
上野　圭俊 青柳　のり子 石原　征三 小野　槇善 坂田　文一
西本　達也 名取　まち子 三枝　武夫 飯野　幸男 伊藤　洋子
池田　明美 櫻本　宮子 近藤　正 長田　とみ子 赤池　和希
矢澤　洋子 大須賀　清一 岡田　好文 粟田　謙次 渡辺　せき子
斉藤　正 樋口　正實


