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＜北海道＞
菅原　克也 川崎　保 目黒　喜一

＜青森県＞
能登谷　憲一 小林　みちる 寺山　啓子 阿部　勝治 木村　よし
深畑　静枝 仲村　年正 大谷　隆二 畑中　一男 渡部　敦子
成田　スエ 伊藤　栄子 川原田　俊一 米澤　和男 小山内　進

＜岩手県＞
及川　勇助 菅野　篤治 佐藤　耕蔵 菅原　清美 鈴木　亀二
川又　繁光 松枝　昭夫 菊池　英明 中川　晃 熊谷　勲
岩渕　一夫 田村　八重子 千葉　照吉 本宿　喜一 立野　一雄
佐藤　四平 千田　徳雄 菊池　隆夫 菅原　宏典 吉田　義輝
長谷川　信行 村上　義子 松井　進 菅原　貞登 千葉　れい子
星　清見 柳原　俊男 安ヶ平　文男 岩渕　武彦 佐々木　牧男
佐藤　山治 奥山　喜美雄 菊地　栄二 栃洞　光子 金野　貞子
及川　光生 菅野　和子 佐々木　萬治 鈴木　俊二 柳原　孝堂
杉本　勝哉 内田　剛 池田　八重子 菊池　光平 菅原　一夫
金野　良三 高橋　亮一 伊藤　日出男

＜宮城県＞
大宮　昭男 伊藤　邦彦 小野寺　雅雄 高橋　さよ子 管野　菊子
内海　静夫 佐藤　エミ 斎藤　日出雄 亀卦川　一信 赤間　徳郎
荻原　かつ子 堀辺　美智子 鈴木　久美子 佐藤　節男 千葉　善人
高田　忠吉 田中　吾三郎 内田　誠二

＜秋田県＞
大波　富士男 小林　喜貞 後藤　正 鎌田　恵子 佐々木　善一
山口　三男 佐藤　光弘 西村　修治 児玉　善市 伊藤　栄一
中嶋　永恵 川上　光利 虻川　峻夫 横山　効生 久米　富治
稲葉　清三 佐藤　隆 大友　浪子 渡部　正三郎 沢田　喜代美
武藤　三千治 清水　知 日景　準治 遠藤　順 鈴木　洋子
打矢　レイ子 浅野　辰子 大嶋　章子 中村　正夫 柳原　博
小笠原　栄子 佐々木　寿一

＜山形県＞
芦野　岩夫 小関　榮男 五十嵐　幸市 今井　由吉 上符　たま子
秋山　昌幸 齋藤　武子 小野寺　清治 佐藤　浩 佐々木　幸作
佐藤　利弘 高橋　周雄 菅沢　直志 大池　慶市 田村　洋一
鈴木　仁 高橋　巌 加藤　利勝 大澤　久雄 堀井　光一
志田　みどり 齋藤　成也 下山　勝 土谷　義博

＜福島県＞
戸田　愛子 鹿野　新一 桐生　フミ子 金澤　静枝 堀　憲雄
遠藤　勲 赤羽　三吉 先崎　正善 佐藤　年子 矢内　明巳
及川　洋 今泉　艶子 渡辺　喜美子 小林　昭洋 須口　良子
佐藤　教子 黒川　時子 佐久間　セツ子 緑川　登志男 安藤　信雄
渡部　康彦 鈴木　たい子

＜茨城県＞
内山　國男 篠田　敏子 榎本　几久 久保田　繁 稲葉　明信
小松﨑　貞子 多田　睦夫 吉田　三郎 小田　芳秋 橋口　博
松本　光二 神長　忠 堀江　とし子 大室　雅彦 鈴木　忠吉
宇佐見　洋子 藤岡　節子 生井沢　和子 山本　ヨシ 出頭　伸子
市原　直 井関　憲市 青木　和子 小山　博子 根本　幸江
中村　定男 渡辺　萬敏 萩野谷　みつ江 宇野　作蔵 石﨑　茂雄
岩井　武 岡野　千代子 小林　文子 大竹　金子 髙柳　薫
橋口　博 木下　守也 今泉　英雄 小峰　和定 堀越　貫一
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＜茨城県＞
高橋　強司

＜栃木県＞
鶴見　君江 久保井　イチノ 篠原　國吉 藤原　勇 齋藤　律
平井　伸夫 野原　由吉 金田　和子 川崎　勝江 蜂巣　稔
小野﨑　毅 小林　茂 吉澤　キシイ 大金　健次 篠田　義夫
松本　新五 舘野　棟重 中島　キクノ 高瀬　治吉 針ヶ谷　敏子
山崎　トミ子 佐竹　靖子 月井　昌一 松本　文子 白井　チセ子
宮本　貞子 平井　伸夫 増山　正人 田名網　保子 小金沢　渉
菱沼　守 石川　義男 渡辺　憲治 大橋　堅固 佐藤　博
塩田　宏

＜群馬県＞
河合　幸子 星野　朝助 田中　嘉寿雄 中村　信 渡辺　勝邦
藪田　辰男 永原　胤明 角谷　サチ子 阿部　弘 福島　ウメ子
清水　敬 柳原　秋男 関本　春子 岡村　正之 阿藤　照代
山本　富美子 尾島　勉 石倉　国雄 坂本　良夫 渡辺　孝助
角田　定子 進邦　妙子 花野　義雄 高橋　久江 菊地　茂夫
鈴木　豊治 小池　広行 栗原　保夫 大内　義一 小菅　勝子
二ノ宮　一洋 宇敷　トモ 北村　藤子 山谷　保二 福田　定男
野中　捷男 松島　明 平賀　一 田部井　秀子 小林　光男
山口　堯 高橋　豊作 三輪　征一 門倉　芳男 高草木　勝美
木暮　和子 小見　克佳 渡邊　さい子 諸田　恒芳 長嶋　宏
武井　孝之 久保田　啓一郎 新島　孝夫 川田　忠男 新井　カツエ
高野　たま江 高橋　久雄 寿盛　茂 本多　二三江 深澤　茂
河本　玲子 川島　光子 田嶋　英一

＜埼玉県＞
大塚　博秀 田口　吉賢 加藤　秀子 古市　道夫 川杉　年久
高瀬　昭 高橋　利夫 折原　昭治 伊藤　忠敬 吉澤　みほ
梶原　昭和 岩船　恵一 滝沢　喜美枝 吉井　道子 吉橋　春寿
新井　勇次 後藤　節子 橋本　諭 増田　三郎 木崎　勝也
桑野　邦衛 荒船　弘子 齋藤　博朋 寺尾　ひさ 落合　軍司
森　哲男 犬飼　貞夫 宮原　和男 嶋田　光男 安中　信一
井上　好文 加藤　時男 松本　修 津ケ原　悦子 沖口　先江
広瀬　久子 山下　きよ子 遠藤　光代 芦川　雅子 梅澤　朋子
中柴　和代 須田　ヒサ子 小林　孝行 平井　穰 岡田　耕作
今西　千代作 丸山　守 伴　善治郎 福岡　久 小曽川　しげ子
熊沢　清光 阿部　貞男 五月女　猛 東　暉夫 冨田　政夫
伊藤　東子 鈴木　かよ子 新井　幸代 齊木　勝次郎 伊藤　勝朗
土屋　和雄 田口　貞夫 福島　よし子 杉山　春子 佐久間　安雄
横尾　喜代実 戸田　克司 古峰　節子 堀口　恒雄 飯野　勝司
杉本　千枝子 小原　早苗 岡島　トク 新井　成子 阿部　仁平
森田　正起 菊池　実 栗田　絹代 籾山　秀雄 森田　健一
渡辺　善弘 山辺　良一 大石　京子 野間　博 園田　由貴子
古川　俊寛 大武　義男 谷田部　和之 星　ミネ 對馬　節子
今成　澄子 小河原　和江 大平　仁 山﨑　夏一 森　一二三
新藤　秀子 佐藤　武男 奈良原　ゆり子 松本　忠雄 濱田　キミ
鴨田　花子 岩下　政井 平賀　冨士雄 西脇　廸子 小澤　源治
山田　正明 小櫃　英夫 秋山　恵子 杉浦　寛親 平沼　靖男
赤浜　絹子 後藤　博司 工藤　憲司 小河原　一郎 浜田　慎一
勘田　勲 橋本　辰雄 伊藤　暢雪 仲西　和子 井伊　立也
黒岩　和男 船戸　治信 斉藤　吉太 蓜島　勢津子 飯塚　孝行
池田　浩 田中　清

＜千葉県＞
古川　裕 中村　茂 許斐　允雄 中村　四四 坂本　敬輝
鈴木　道子 森川　定夫 太田　昭雄 大野　禎司 清水　文由
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＜千葉県＞
越川　好一 宝　至 井上　敏子 鵜池　敏子

＜東京都＞
岡　智子 橋本　豊 冨岡　冨美子 大島　照江 澤井　松男
和田　徹子 豊島　あひ子 山崎　陽子 池田　洋子 洞庭　幸恵
高木　輝子 天野　静香

＜神奈川県＞
高杉　完 長嶋　光治 南川　多恵子 入内嶋　清子 安岡　三喜男
片山　信正 佐藤　純子 伊藤　とみ子 宮下　孝 斎藤　茂
藤田　保子 荒川　定雄 久野　郁子 深澤　申

＜山梨県＞
渡辺　勝利 植松　武雄 小池　龍美 河田　久男 松田　君江
日原　弘子 鈴木　常正 長谷部　克彦 中島　朝江 古藤　俊信
飯塚　秀平 大沼　件 渡辺　好子 橋本　洋一 赤池　克巳
窪田　汎伴 斉藤　博文 山形　繁行 川口　和夫 向山　正未
友野　周喜 上野　英延 野中　隆雄

＜新潟県＞
杉本　幸代 韮沢　正行 清水　佐代子 安藤　一勇 野本　正明

＜長野県＞
宮崎　節子 牧野　享一

＜富山県＞
武本　廣子 堀田　優栄 井上　三郎 中居　紀子 柏樹　直夫

＜石川県＞
柏谷　彪 塩谷　忠信 木倉　祐蔵 筆安　欣子 越山　よし子
小村　進 中村　邦夫 葭田　建治 林　笑子 西岡　勉
本嶋　昭次 谷村　加代子 中川　昭子 能登　外次 村上　次雄
石山　昭雄 沢本　待子 東　恒俊 田中　外茂男 山下　滋
宮村　外喜雄 川辺　栄子 山越　章子 岩﨑　千穂子 高畠　和子
松本　博美 宅波　昭博 上本　一之 納谷　雅春 笠間　重好
柳森　紀男 宮口　徹 松任屋　弥生 中川　一民 榊原　功
古屋　陞 桶葭　明子 源九　タヅ子 馬場　昭美 北口　知子

＜福井県＞
吉村　紀男 大庭　富士子 三澤　和視 北川　義一 松村　武
多田　昭治

＜静岡県＞
兼丸　敏美 渡辺　俊夫 野村　抄子 牧野　廣 松下　芳弘
鈴木　博 吉永　正志 中村　昌志 渡辺　繁 帖佐　悦子
鈴木　源市 岩澤　さかゑ 羽田　道夫 鈴木　一弘 黒澤　久夫
坂爪　栄行 石川　輝義 春山　博 三浦　功美 藤田　勝彦
河原﨑　静夫 築地　千枝子 五十棲　文雄 横山　和江 北原　信次
井出　由記子 藤田　武彦 佐野　はるみ 田中　武 髙橋　光重
森本　さかゑ 鈴木　利男 鈴木　捷洋 岩崎　政子 木田　清
山田　博 石川　千秋 戸田　亮一 佐次本　満大 小笠原　啓順
宮本　富男 内藤　延子 飯田　利文 高塚　伸之 井出　勝美
中村　良司 河原崎　富子 亀口　馨 遠藤　義雄 森下　定子
庄田　佑子 丸山　ゆきゑ 鈴木　秀夫 落合　律子 平野　廣之
山本　修久 山内　吉野 河原崎　三好 野賀　富士翁 谷澤　幸子
若松　勲 宮本　弘昭 坪井　淳次 山崎　文夫 西林　睦人
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＜愛知県＞
大橋　昭芳 森　すゑの 平松　勝利 朝倉　勝造 横田　幸作
武馬　宏次 庭田　徹也 中西　金惟 横田　康良 岩田　恵美子
石川　秋夫 杉浦　勝 山田　信江 清水　稔 金海　かく子
杉田　裕美 安井　末治 脇本　稔 鶴賀　きのへ 大曽根　利夫
時田　知幸 新堀　祐助 高橋　光 岩瀬　とくゑ 土持　隆
浅井　隆明 吉森　五十鈴 筒井　敏彦 西尾　栄蔵 金沢　桂子
藤浦　政和 水野　孝哉 近藤　保 鈴木　高江 三浦　直次
竹内　重実 宇井　サカエ 神谷　清子 武馬　宏次 生駒　五六
大熊　光政 横山　碧 川村　清明 大橋　澄枝 山形　勝海
田中　嘉朗 森脇　義夫 松井　伝 野田　圭子 鈴木　輝夫
山口　憲二 日比　岩夫 尾崎　清二 本多　秀則 細川　富枝
加藤　紀久也 竹澤　文彦 野澤　晴男 神谷　千恵子 尾原　利男
河合　繁 服部　早希子 笹野　春子 前田　定子 加藤　征治
平林　秀吉 加藤　辰二 富田　伸児 森　すゑの 兵藤　弘美
佐々木　昭太 原　勇二 渡辺　賢一 高橋　恒夫 太田　秀康
石川　コトメ 関山　隆 黒木　みどり 長谷山　政吉 福田　計一
加藤　英彦 青木　郁男

＜三重県＞
谷本　保邦 伊藤　和義 岩月　冨美子 岡鼻　利周 井内　富生
竹中　正 伊坂　千代 伊藤　進 中本　孝一 小林　義高
坂下　正勝 葛山　光子 稲垣　ひろ子 堀本　紀代 稲田　俊一
花井　清子 中村　行雄 稲本　紀賀 西岡　保義 奥山　登美子
佐藤　寛治 岡本　安弘 森井　清一 小林　弘子 不破　和美
和田　徳三郎 生川　澄子 道脇　春子 中上　みよ子 橋本　茂績
櫛谷　ふみ子 葛山　光子 岡村　充久 中村　行雄 萩　秀男
中上　みよ子 大家　輝子 杉本　忠司

＜岐阜県＞
田口　宣之 深堀　利雄 岩長　欽二 田口　辰郎 山之内　宏一
渡辺　一雄 大澤　泰弘 浅野　利明 平原　留美子 西池　洋子
加藤　しめ子 幅　隆雄 西村　祐一 海藤　八重子 松葉　登
大楢　きみの 廣中　昭明 宇野　純也 吉田　弘行

＜滋賀県＞
美舩　凱洋 馬躰　成和 亀井　伸洋 内林　文子 中島　昭郎
田中　幾次 山田　隆 川村　とし子 鷹野　滋子 田中　卓巳
廣田　辰雄 武田　正志 田附　藤三 橋本　善也 千代倉　守
奥山　瀧雄 伊藤　秀雄 坂野　滋 三家　隆 坂野　滋
茂森　敏彦 岩崎　春樹 杉野　幸一 平居　満子 赤沢　初枝
林　由政 青西　薫 深田　節子 馬躰　成和 西野尾　次男
前川　與一郎 植西　健次 小池　正勝 田中　建一 前田　茂
宮垣　慶二 奥山　瀧雄 山口　光義 畑中　清實

＜京都府＞
中野　幸子 竹ノ内　義明 山内　由雄 高田　昌洋 今井　勇
永田　男二 俣野　春子 川勝　国子 塩見　久夫 荻野　隆
杉山　一津代 塩見　喜代子 森　俊夫 杉山　香 森田　正美
蒲谷　萬 田邊　正三 堀　啓二 荒木　敏隆 梅原　直夫
土岐　君子 山内　義一 坂本　美雪 稲田　綾子 吉岡　勲
朝日　俊明 辻村　典昭 小西　雄 松本　護 田中　米子
上月　俊行 湯川　浩治 林　一夫 上村　清彦 塩見　久夫
竹中　喜代志 池本　久男 谷　孝子 真下　美喜榮 小川　正
浜野　栄子 坪倉　正行 久下　純一 鹿士　はなえ 岩渕　実
八木　辰男 田中　千代子 永田　男二 河原林　實 須蒲　修
山田　光信 浅田　みち枝 谷口　誠二 浜野　栄子 田中　慎策
池田　勝也 藤田　昭典 光浪　きよ子 落合　智賀子 田中　米子
亀谷　高儀 山田　光公 森　愛子 谷口　誠二 本田　榮美子
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＜京都府＞
星野　トモ子

＜大阪府＞
岡田　妙子 平田　満宏 斉賀　雪雄 新川　貞敏 小林　栄子
伊佐　久治 常藤　美代子 久木田　留美子 大西　正明 香川　聡煕
金築　敦子 山根　肇 寺田　勝治 小口　愿夫 平澤　吉秋
阿部　文美 山中　二男 小西　美千代 橋本　茂夫 是洞　民子
上東　紀彦 笹尾　和子 祝迫　満男 寺田　富雄 蔵守　せつ子
木下　喜久男 軽野　勝行 森田　憲一 奥野　正毅 西口　ハルエ
鞆津　正則 喜多　昭夫 山中　アキエ 谷田　弘志 荒瀬　頼男
木下　喜久男 尾崎　正治 鵜川　一夫 中矢　昭平 安浦岡　敏行
増田　雄三 杉野　勇 山元　茂 高野　敬子 山口　邦子
鏡　沖治

＜兵庫県＞
村上　孝子 小林　龍彦 宮本　賢介 畑　良毅 木本　千春
田中　良弘 戸井本　光治 三木　幸子 岸田　誠一 山口　勝義
奥井　久美子 妹尾　富士子 原口　博之 大槻　昭二 西村　ゆき江
押部　功 西村　浩一 田中　巽 橋本　住行 伊藤　常夫
太田　秀一 宮部　保子 小西　美代子 川口　美佐子 佐野　英雄
野上　肇 山谷　みすず 堀川　俊和 大坪　貞子 岡本　進
中村　忠雄 長谷川　光男 横山　美佐子 村山　功 安東　晴弘
森口　淳子 池田　誠 稲田　浩之 母倉　真由美 磯部　正
岡田　健太郎 船越　美津乃 矢野　啓子 鈴木　猛夫 岡山　幸子
野田　宏樹 森口　初美 藤山　佐代美 後藤　美千栄 藤村　忠司
沼田　勝博 大谷　英明 西村　勉 竹崎　三千代 門　誠
大槻　操

＜奈良県＞
倉本　信正 岩花　一男 梅田　久美 阪口　栄一 上西　敏文
北田　信子 杉本　慶規 山本　朱美 平井　朋英 佐藤　隆士
吉村　忠夫 増井　宗廣 中島　純一 久保　はるみ 並河　宏明
本谷　南海男 濱口　博 渡部　禎夫 吉村　三郎 真柴　秀子
木下　正男 宮本　宏 三輪　千代美 本多　紀代子 佐藤　芳人
狗井　佶 森田　敏子 幸田　美子 馬場　保

＜和歌山県＞
宮内　益穂 小川　羊子 平井　勝俊 岩野　愛子 向井　喜久子
貴志　仁 西川　美代子 山﨑　潔 太田　善章 坂本　美智子
馬場　はるか 中澤　純一 太田　順子

＜鳥取県＞
手嶋　貞子 永見　千浪 谷本　いく代 澤田　章 山本　道孝
梅田　節子 松本　脩司 伊田　正子 谷本　博巳 駒川　久美子
松本　勉 井田　一 大島　幸雄 福村　保 清水　忠司
谷本　いく代 林　幸恵 山中　末治 西村　綾子 小嶌　淳二
北山　昇 種子　佐登志 木下　逸子 岡本　良雄 手島　清美
上田　紘 倉敷　みさ子 木村　昭 手島　博 岡森　浩太郎
西原　信行 森　皎 桜井　幸雄 秋村　智子 遠藤　恵子

＜島根県＞
渡部　哲男 坂田　巳吉 荒木　吉子 多田　利昭 石井　宮子
三島　武 窪田　良造 家村　忠志 樋野　操 高橋　ミチル
山﨑　申吉 門脇　禎子 松本　隆 永井　弘志 野村　博
坂本　喜美 城山　勝吉 寺脇　克熙 今岡　ミユキ 前島　昭久
桑原　幸子 北村　俊吉 北村　幸子 佐々木　靖生 山根　道雄
山崎　喜八郎 高橋　佳二 田中　良子 落部　英子 飯橋　寿美
梶谷　導子 河本　忠士 宮本　忠和 坂本　大藏 中島　重弥
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＜島根県＞
中村　智津子 藤原　暁子 間庭　喜美江 江田　博子 河本　敏夫
築森　寛喜 島田　幸雄 越野　伸夫 田原　勉 野上　英利
高吉　靖 松井　久好 飯塚　良則 久屋　由紀子 成相　卓雄
柳楽　悦子 小村　収 青木　敬宥 渡利　年信 荒井　昌洋
渡部　昇 山崎　国次 板倉　秀治 門谷　みゆき 坂本　喜美
坂本　典隆 山根　令子 勝部　昇 築森　寛喜 北村　和義
坂本　孝 若林　朝富

＜岡山県＞
濱中　忠義 藤井　あやえ 森近　操 安藤　光子 佐藤　妙子
奥田　真人 寺見　忠正 頓宮　俊一 森分　正実 黒河　高広
富本　正男 森　安治 和田　好正 日野　弘彬 渡辺　幸子
泉川　民子 田中　貞子 三笠　洋一 山田　弘 山辺　薫
萩原　脩 山口　清士 佐藤　崇 西田　忠雄 村上　進
小川　千恵子 鴨井　征子 若藤　憲一 小椋　修 仮屋崎　和巳
小園　昭徳 熊代　実 岡本　哲二 安東　加代子 砂田　泰子
大島　澪子 原田　澄子 田渕　慶一 田中　喜久男 岡　一枝
金本　千明 高塚　幹子 山本　由起子 小川　美江子 直本　英治
富山　勝子 前田　甲一 坂根　省三 前川　仁美 繁定　満孝
杉山　康二 赤枝　貞勝 小見山　美津子 大本　孝子 瀬尾　芳雄
河原　通夫 難波　光雄 吉田　武夫 山崎　公子 牧野　進輔
吉岡　美作男 西野　幸雄 前川　仁美 村下　達江 中山　実
佐々部　基恵 山本　勝美 伊東　昭義 萩原　信子 神本　温江
樋口　明男 緒方　マサ子 藤井　満久 藤本　良子 大室　進
福森　彰 角田　裕 福田　和男 眞野　昭 平井　千恵子
古角　喜久子 上神　忠幸 赤木　弘吉 景山　兎猪昭 難波　嗣郎
熊代　巌 土肥　克己 原田　清弘 阿部　弘子 谷崎　當子
藤田　教子 畑中　勝 内野　重良 古角　喜久子 木村　師康
槙本　万寿子 藤田　洋介 相原　滋由

＜広島県＞
和泉　義弘 坂田　博恵 勝田　越子 西崎　等 沖野　禎亮
山口　カズ子 三宅　秀夫 佐藤　武吉 荘川　福己 難波　徹夫
野村　カツエ 上野　達子 延岡　義正 新屋　栄治 隅田　義治
秋山　武雄 植田　勝義 牛原　義和 藤枝　敏美 佐藤　冨士子
佐竹　晴夫 玉岡　巌 奥野　百合子 松浦　政子 下村　浩子
高橋　和男 池田　節 長岡　明生 髙橋　街子 朝枝　悦子
久保川　賢造 三好　政良 平　正和 久光　和子 旗谷　儀博
中村　芳徳 森　哲夫 山形　昭一 国岡　良江 坂田　靖信
米屋　政子 中宗　泰則 得能　美智子 谷本　勲 山本　一
東　明治 井手　末夫 近江　正典 坂本　衛 西　信昭
羽根　満子 平川　伸二 赤川　政枝 鎮波　房志 山戸　啓士
砂田　和彦 山岡　要範 庄司　宏昭 工藤　光江 三島　恵美子
金本　照道 光元　偲 東谷　孝司 吉村　悦子 西部　亀
藤田　俊明 栗栖　善臣 西村　一己 森原　照美 野田　吉則
中村　清一 片岡　登 林　友江 乙重　みどり 飯山　信行
近藤　俊策 井上　恵子 有田　晴雄 稗田　優和 吉村　勝成
本瓦　政彦 桧川　昭義 高野　繁登 牛原　義和 水田　数萬
池田　アヤ子 梶本　協治 東　信雄 佐倉　亀美夫 山中　愛子
中野　君子 大畠　秀子 小林　忠昭 渡部　利子 田槙　出枝
西川　孝雄 田川　敏子 松崎　英明 井上　晴夫 三宅　秀夫
新満　日出男 山中　定一 金谷　昌博 黒瀬　博登 古岡　鉄朗
川又　昭 三谷　隆正 尾島　富雄 濱本　れい子 河野　隆三
大出　博文 川上　繁隆 池田　良次 加藤　憲一 船頭　ムツ子
中塚　英子

＜山口県＞
永田　賢一 加藤　ハツネ 松永　恵子 高田　正之 吉川　忠
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＜山口県＞
中嶋　律枝 吉房　末廣 石田　雅行 村橋　壽明 田中　益子
安森　博之 田中　征雄 藤川　敏幸 江村　計 加田　直義
藤冨　晋造 金子　正子 田中　正紀 山本　功一 大橋　豊
内藤　力 兼清　悟 芥川　宣正 倉光　文彦 中村　捷彦
藤川　勇 中本　榮 杉山　茂 渡辺　行雄 河口　文子
波多野　隆 関　勝治 山時　一美 中川　隆 辻井　由美子
髙松　昭夫 児玉　比佐美 久安　隆 原田　茂 吉川　勲男
三好　幸子 河内　薫 木原　孝 秋枝　八重 黒川　国夫
三好　幸子 石原　博司 長浜　靖彦 伊藤　保生 藤冨　晋造
長代　幸右 岡村　由美子 品川　ツル子 井上　栄治 有松　昊三
大塚　勝子 谷本　智江 久野　マツ子 梅田　美智子 藤村　克成
小志　ツル子 山下　元明 工藤　律子 安田　正敏 山中　健
山崎　弘子 長野　勝 中村　知惠子 北川　隆男 生本　良一
笠井　都代子 平野　光子 掛谷　國明 織野　美代子

＜香川県＞
大塚　登紀子 林　英子 川西　啓喜 村尾　国行 徳田　正昇
中川　美由貴 森　浩一

＜徳島県＞
西田　修二 山之口　隆雄 福山　房子 上原　和子 富田　義一
中村　トクエ 中野　頼明 黒下　頼正 荒木　キミ子 長尾　勲
植田　一城 勇　勝己 妹尾　憲二

＜愛媛県＞
和田　善光 百合田　紀子 関　ヨシミ 長谷川　利光 武久　茂子
奥河　博之 猪野　敏生 宇都宮　栄子 村尾　ミサ子 加藤　信一
今川　芳喜 西田　泰郎 池田　凉子 矢野　幸治 越智　進
尾藤　昌博 藤原　聖士 石丸　良男 坊城　伊一 藤岡　省三
竹田　善義 平岡　武 濱田　和男 片座　文夫 藤田　幸隆
田部　正文 古川　愛子

＜高知県＞
近藤　正子 山中　節夫 正岡　道貴 坂本　サヨ 池田　章夫
野村　暎子 岡田　善太郎 家次　純子 市村　稲美 溝渕　恵美
楠瀬　建夫 上村　清敏

＜福岡県＞
尾﨑　徳子 中島　千恵子 長瀬　月子 坂本　真素美 馬場　キヨミ
山田　巖雄 田中　靜雄 池尻　弘 加藤　春男 川口　一芳
古賀　義信 近藤　洋子 松波　操 原田　富美代 岩永　龍雄
佐藤　哲也 与田　ヒロ子 今尾　直美 伊藤　一二生 坂口　武春
末松　功 中野　孝行 若山　信幸 菊谷　梅幸 井上　信彦
河島　繁喜 田中　美津雄 瀧上　寿一 久井田　清吾 松藤　晴美
野田　アヤ子 宮岡　照 石橋　丈夫 片桐　幹夫 奈須　キヨ子
梅田　寿代 坂田　史子 田中　喜佐雄 深町　甚一郎 山上　睦男
古賀　勲 石橋　渡 中村　常次郎 後藤　澄夫 松尾　敏幸
土師　季子 小泉　次男 濱野　孝記 松永　克己 笹井　隆之
鬼塚　一成 西田　善吾 吉原　敏子 熊丸　徳男 熊本　光吉
井上　正子 乾　一夫 大津　健一 草野　幸子 河野　律子
山下　精一 中馬　昭二 安西　孝司 江口　武美 重松　元治
渡辺　惇 芹田　憲祐 坂井　博 古賀　正美 北島　道男
中村　弘利 渡辺　久幸 久富　佐一郎 福田　紘輔 松藤　博司
井口　フミエ 西原　靖子 向　敬之助

＜佐賀県＞
小笠原　松次 吉村　増則 山口　一幸 吉田　義彦 古賀　節子
松尾　隆好 枝國　寿雄 森　悦造 諸隈　則正 野中　宏紀
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＜佐賀県＞
一ノ瀬　ヨシエ 松本　良隆 松尾　俊彦 西村　陽子 山岡　力
中島　八重子 中島　福夫 中原　ノブ子 高岸　与士秋 大庭　悦子
増岡　廣次 野副　栄次 田中　恒吉 北村　泰 野中　勇
大庭　悦子 山田　泰子 前田　俊明 藤井　栄子 筒井　道利
二瀬　光夫 中野　光二 森　幸 野田　チサ 八色　津多枝
長谷　守 弓　政博 徳吉　済雄 中尾　嘉尚 坂井　強
中嶋　祥子 牟田　拓生 北村　一行 新　春夫 原田　豊子
岡本　彦昭 井上　豊 中村　大四郎 山田　幸代 青木　喜久代
池田　智幸 材木　敏彦 北村　嘉人 山本　玄武 稲冨　友子
渡辺　英幸 水田　和弘 芝原　俊昭 本田　玄介 北村　務
宮崎　数江 樋渡　米一 蒲原　恵美子 石井　美知子 田中　京子
森山　邦男 山下　俊一 中村　房子 北島　運 島　正孝
岩橋　良年 大塚　久美子 津留崎　哲男

＜長崎県＞
森山　鶴一郎 松下　アヤ子 松永　玲子 松本　恵子 岩下　淑子
辻野　日出夫 斎藤　正枝 松尾　勝利 出口　ツルエ 坂谷　善衛
宮崎　健一 横井　士郎 馬場　富美子 滝川　裕悟 山下　明代
岩永　新 川上　百合子 青山　隆 前田　耕蔵 宮田　久俊
岩下　マサエ 小林　寿博 四田　忠夫 福地　政義 田向　啓助
眞島　鎮馬 中村　清美 巻澤　登 村岡　一郎 鶴田　廣太郎
片山　富子 江濱　雅子 蓮本　ミサイ 小島　佳節 福重　彪
朝鍋　守 山下　クニ子 青山　隆 谷藤　チヅ子 吉田　キクエ
速水　日出男 久木　久雄 井上　豊 金子　昭俊 西村　初男
松葉　孝人 中里　辰見 柘　きみ子 谷川　伊佐男 朝野　進
柿田　正 吉井　邦子 福本　勝子 坂田　至璋

＜熊本県＞
八岩　勝秋 原田　誠子 飯迫　雄一 佐藤　節夫 松永　功
俵　正美 大塚　学 斉藤　理一 中村　キヌヨ 酒井　光清
渡邉　春利 仁田水　ササエ 平野　春光 田中　一人 屋森　久子
吉本　勝喜 塩地　一男 松原　キヨ子 橘　成一 石渕　寛
河津　レイ子 尾上　利弘 平原　文雄 山崎　昌市 谷口　敬
南　周三 中本　ミサオ 渡邉　二六 家入　エツ 坂本　則子
島崎　育男 谷口　敬 髙野　木徳 白石　徳男 奥村　幸人
安達　チエ子

＜大分県＞
舩倉　公 河野　豊 伊﨑　正人 嶋﨑　テル子 佐藤　勝
清松　千年 佐々木　正通 濱野　幸子 増永　キヌ子 根之木　新八
永江　シズ子 濱野　幸子 加納　真市 福永　君代 狩生　敏子
木許　兼秋 竹之内　吉晴 木許　美代子 安東　等 小坂　加代子
広嵜　栄 若杉　潤吉 大内　勲 重信　信子 宮本　鉄夫
染矢　アイ子 加藤　朝子 岩尾　吉太 竹永　セツ子 田口　八重子
渡辺　千恵美 高嶋　良三 石瀧　早苗 後藤　国人 二宮　昭一
財津　伍一 重信　信子 藤澤　政則 福田　太一 大内　勲
小野　健志 稲吉　昌文 村松　スマ子 堀　金夫 馬見塚　邦夫
中村　繁昌 久恒　日支男 大戸　八重子 福田　知恵子 黒木　良喜
元木　政彦 大成　宝 池ヶ谷　三男 森竹　敏子

＜宮崎県＞
落合　蔀 森山　トシエ 黒松　球磨生 黒木　香代子 戸田　十三子
桑俣　節雄 清水　岩男 藤岡　次夫 横山　昭市 鮫島　和良
福田　兼一 松田　行義 川畑　トシエ 横山　昭市 枇杷　静喜
鶴丸　カズ子 河野　ハツ子 久保　イセ 梅木　イツ子 新村　美智子

＜鹿児島県＞
的場　孝男 藤崎　美代子 水流　末弘 南牟礼　忠 慶田　みさ子
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＜鹿児島県＞
須留原　市成 高田　正昭 大吉　彦四郎 東　敏秋 阪中　幹夫
前原　イク 瀬筒　久子 川添　和 河野　康児 上鶴　博久
川上　淳六 尾迫　初 安永　ミツ子 永野　久志 池田　昌治
黒石　幸子 前迫　サエ子 小西　米子 山本　盛彦 石神　節子
的場　京子 中原　僧一 上東　春法 丸山　義男 磯脇　千恵子
木場　重信 安達　勝廣 奥村　輝雄 前薗　千代子 小牧　昌之
中宮　洋二 梅田　茂 下本地　貞子 大平　清子 佐藤　リツ子
大田　一二三 加世田　健彦 豊重　純子 大田　健一 笠毛　久子
馬場　末治 門之園　勝二 新西　マツ子 渡辺　安之 村下　勇
東　己知男 二宮　義久 指宿　晃一 柿元　洋子 久保　久子
浦本　勝昌 花田　正孝 外園　道郎 立木　勇 奥村　智雄
的場　京子 土崎　定三 灰塚　元 山元　成雄 槐島　和子
稲付　久仁裕 志村　美津江 大平　三和子 福山　美佐子 隈元　勇
厚ヶ瀬　勝幸 荒武　カツ子 野村　繁 光瀬　繁 桑原　一利
東田　悦子 吉元　ミキ 門倉　奈利子 幾留　澄子 鵜狩　文子
内匠　セツ子 野﨑　幸人 重村　昭成 木場　義秋 東　國廣
児島　ミエ 前田　民子 稲村　ツヤ子 宇治野　良一 徳重　庄志
豊倉　サチ子 中水　十 浅谷　公郎 馬場　英一 柿迫　重幸
上山　ツミエ 新村　和子 大野　裕子 濵元　義昭 木場　良江
上脇　澄敏 隈元　春男 中島　サチ子 樋口　光男 内田　勝子
渡口　秋義 谷口　武紀 脇　悦子 福嵜　勝行 肥後　益代
吉永　道良 山形　幸子 安田　詔八郎 日高　ミチ子 田中　五郎
有村　德子 上野　八男 峰元　良子 西田　忠良 児玉　治実
瀬戸口　淑子 下宮　ヨシ子 吉村　より子 高津原　瑤子 久木田　ノリ子
壱岐　ヤス子 柿元　信武 小牧　昌之 吉岡　一巳 北方　政吉
永山　喜教 近川　正人 竪山　金生 末鶴　光夫 坂　正顕
渡口　輝雄 下柳田　とし子 川満　道信 吉村　より子 西中　彰
福山　善孝 松山　重則 大平　三和子 藤田　市夫 古川　政治
江口　サツ子 馬場添　サカエ 相星　キリ 瀬戸　英子 福山　定男
中村　瞪 田尻　義秋 前原　勉 畠中　明良 迫間　信美
原之園　タチ子 和田　憲一郎 笹原　強 高山　美保子 駒崎　和男
瀬筒　四夫 坂元　勝 柿元　信武 池ノ上　キヨ子 小村　和子
石原　ヨシ子 下八重　のり子 日高　征夫 木浦　剛 福吉　ヨシ子
伊勢田　健三 山口　ミル子 山下　峯雄 平田　アヤ子 福永　テル子
玉井　哲雄 中野　寛盛 釜崎　ハツ 武田　義洋 西川　喜久代
清水　涼子 下本地　貞子 久保園　ヤエ 今村　博 神戸　信二
二見　安正 松井　修 田渕　六男 竹内　信子 坂元　勝
川村　雅子 吉冨　庸司 益山　貞一郎 米永　昭子 後野　勉
原口　チマ子 三原　清美 牧窪　ミチ子 櫛下　義雄 加治　重美
荒川　孝男 深川　渉 北薗　昭教 上久保　貢 水主　良一


