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＜茨城県＞
木戸　光行 滝本　實 岡田　弘 綿引　文江 高野　喜美子
井坂　浩 佐藤　節 伊東　祐幸 加藤　京子 金久保　正男
伊東　トキ子 長沼　政子 飯村　節子 佐藤　清哉 小原　俊子
小沼　勝 野口　清 柿木　美智子 菅原　勝昭 岡田　學
高橋　瑞男 根本　幸江 芝崎　光征 宮本　秀夫 上村　啓男
松田　房治 佐藤　福夫 坂井　隆男 中村　正子 長妻　清
岩井　幸子 福士　譲 中川　嘉昭 渡辺　実 新井　哲
髙橋　武

＜栃木県＞
江連　あけみ 柏谷　貞子 毛塚　正雄 飯田　守 永島　和子
冨岡　良夫 岡　敬一 福富　武男 小堀　幸雄 石山　義廣
長谷川　清次 後藤　芳司 国府　三胤 高木　卓三 柏谷　貞子
櫻井　義子 諸沢　吉男 早川　友義 吉澤　重雄 室町　英喜
植木　茂雄 菱沼　守 和気　トミ 山崎　サエ子 常見　信子
鹿村　孝明 森谷　謙二 阿久津　ミヨ 髙橋　勝男 田中　一夫
梶山　植一 髙野　喜枝 長　克彦 黒崎　一男 水口　英一
岩本　晃 小倉　喜之 吉澤　満子 地斎　愛子 長山　弘
石島　正 安原　正義 松本　義雄 成田　元子 安塚　キミ
藤原　勇 山田　勝三 塙　悦夫 菊地　明 吉澤　満子
沼生　勝男 渡辺　せつ子 湯澤　恒雄 福富　武男 塩田　弘治
小平　テル 大野　富雄 吉澤　重雄 簑和田　智子 市村　市造
佐藤　悦子

＜群馬県＞
藤巻　清子 斉藤　てる代 小泉　兼義 玄間　欽吾 吉澤　章夫
板橋　一夫 小野　梅夫 田中　弘二 寺内　和子 山田　雪子
須永　清 小林　一雄 小野瀬　一男 上原　康雄 岡田　和子
荻原　ツネ子 柳　芳枝 小暮　幸子 並木　勝江 松尾　忠衛
森岡　百合子 斉藤　房江 中島　弘徳 小林　浪子 岡田　秀子
吉田　さわ子 山本　辰雄 中原　和男 秋山　三好 矢嶋　隆夫
小林　秀三郎 金子　康江 田村　静枝 美澤　宏 美澤　宏
仙名　達英 新宮　しづ子 深田　紅洋 松本　寿昌 木村　幹雄
関口　政雄 武田　十四子 梅澤　徳一 手島　フジ子 河合　克和
清水　貞子 片貝　米子 中村　房雄 眞塩　善久 塚越　憲一
佐々木　忍 星野　米子 松井　孝雄 山中　君子 河合　克和
金子　道男 中島　ひさえ 滝口　吉朗 設楽　利枝 清水　千枝子
田中　俊夫 北島　勝男 渡辺　美恵子 山田　實雄 黒岩　節子
国定　昭 高橋　稔 小池　正孝 吉澤　愛子 髙柳　正綱
都所　右一 伊澤　岳志 小泉　安昌 宮原　佳美 橋場　佳慎巳
中島　弘徳 戸矢　カズ子 坂本　芙美子 小林　浪子 仙名　達英
鈴木　好 上原　哲雄 須藤　清 堤　仁三 広瀬　和好
渡辺　孝助 設楽　芳夫 石川　うめ代 小片　勝造 関口　政雄
足立　茂 小見　克佳 田中　芳雄 品川　進 野上　庚汪
金子　哲晧 大山　肇 土屋　清美 小坂　進 戸川　一弘
平山　重和 新井　泰治 鈴木　清一 木村　行雄 川浦　一男

＜埼玉県＞
篠田　正義 永井　延之 新井　敏明 長沢　建吾 水村　計介
増山　高平 阿部　文雄 下岡　洋子 森田　紀子 磯貝　毅志
戸澤　秀子 藤井　範子 田口　富男 飯嶋　康一 桜沢　千賀子
冨田　政夫 柏崎　保 半田　千恵子 岩崎　賢次 佐藤　武雄
熊沢　清光 田中　三郎 小川　久博 林　和男 町田　英二
小野塚　秀次 柏崎　友枝 大江　洋子 石井　悦子 佐藤　芳夫
谷口　トク子 沢村　義一 太田　峯勝 相木　伸生 森田　フミ子
瀬田　貞江 吉田　清 加藤　唯雄 今井　正二 太田　清
大野　利美 三浦　幸子 望月　貢 久保田　礼子 田中　穂積
鈴木　義男 新井　孝一 大澤　カツ子 野本　昭徳 小野塚　秀次
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＜埼玉県＞
門脇　重一 関谷　民司 岡　桂三 松本　豊子 笠原　法正
鴨川　晴信 新藤　秀子 八木　君男 堀口　恒雄 森　一二三
小林　武 小林　荘平 仲西　和子 飛田　勝子 土田　弘志
安倍　純 持田　志げ子 白根　純子 大野　文男 二戸　多喜子
辺田　すみ 大須賀　晤 横田　久義 市川　久美子 荒井　宏
小原　孝 成田　つや子 武井　康正 山田　純子 国井　勝
柿沼　勝司 川窪　喜久江 加藤　行彦 駒林　佳子 田中　澄男
浅見　敏夫 丸山　福男 佐藤　敏雄 永田　喜美子 山﨑　哲哉
鈴木　重雄 峰村　勝三 石坂　栄司 高松　恒雄 柏崎　征夫
金子　元美 菊岡　加代子 原田　鉄雄 堀井　常男 山中　史至
村山　栄治 大野　文男 飛田　衛 高瀬　昭 藤井　利雄
中村　光行 安藤　尚子 加村　哲男 山中　史至 関　敏夫
清水　迪夫 溝上　勁二郎 横尾　喜代実 宮島　十四二 金子　力
渡辺　八重子 市川　定二 沢口　良夫 坂本　町子 藤田　由美子
野沢　節子 堀井　常男 小川　信勝 世佐木　建二 横山　雄毅
島崎　朝子 石井　松男 菅野　カヅエ 海野　翼 来栖　孝嘉
辻　幸江 笠原　しず枝 三田　なみ 辺見　登 川辺　弘子
島田　正義 布川　きよ子 笠原　晃 小倉　美津江 若田部　忠雄
渡辺　加代子 榊　フサ子 柳井　洋子 北本　勝男 古川　寿一
橋本　貞男 塚本　敏雄 勅使河原　三重子 新井　邦介 木村　隆一
那須　新喜 馬場　英子 森　一二三 坂本　祐子 岡村　敏一
秋山　伊勢子 佐藤　博之 岡　桂三 金子　武夫 浅見　千代子
坂本　美恵子 荒井　トモ子 横田　雪江 小河原　和江 松原　良子
久保寺　昇司 田村　友子 小森谷　静江 塩崎　ウメ子 石川　隆夫
飯塚　孝行 橋本　貞男 渡辺　安之進 関根　一雄 飯島　信長
岡田　啓作 阿部　ふじ子 吉岡　泰司 植村　房江 江原　静子
関口　晴美 田中　俊夫 深川　美津子 鴨川　容子 本間　弘子
森田　紀子 武井　康正 関　孝之 阿部　明 奈良原　良夫
早川　イワエ 新井　陽子 齋藤　清二

＜千葉県＞
石井　和雄 瀧川　ひさ江 町田　金一 土谷　静子 嶋根　久直
清和　俶 横川　明 目良　浩宣 相原　光男 浜野　悦子
宇井　きよ 吉橋　浩 石井　茂 西澤　義昭 熊澤　スミ子
米本　新治 神野　順子 川島　みや子 根本　光治 石橋　春雄
上田　功 小川　進 髙野　洸

＜東京都＞
菱沼　房男 鳥居　綾子 入沢　久三郎 中澤　壽江 有賀　叶
福田　和子 佐々木　美智子 神宮　興子 河北　猛 滝　千恵子
保坂　信幸 片岡　千恵 安藤　映男 歌田　ミヨシ 斎藤　学
瀧　久子 上林　加代子

＜神奈川県＞
沼田　圓吉 小俣　征夫 馬場　勝雄 高島　武 塩飽　順三
黒木　登 森　加枝己 熊谷　直之 野口　順子 鎌田　稔
近藤　達夫 雨宮　清一 木島　堅一 清水　勝美 辻　恵美子
丸一　正子 佐竹　隆 小川　陽子 佐藤　美津子 瀬沼　せつ子
鈴　良一 瀬野　良三 工藤　二郎 佐久間　勝子

＜山梨県＞
藤原　教夫 中澤　剛 佐野　統 星野　国光 忠鉢　五郎
依田　繁子 荻野　弘子 赤松　好子 髙野　秀男 赤池　正一
樋口　昌子 石原　高明 秋山　嘉一 青柳　のり子 菱山　豊和
若杉　正春 斉木　栄子 田中　吉子 宮地　宏満 宮川　好子
渡辺　洋子 伊藤　美代子 河野　梅子 奥田　勲 小田切　賢
伊藤　友義 諏訪　一弥 小池　富美雄 岩村　通 有田　誠
岩村　通 朝比奈　一正 菊島　栄輔 杉浦　精 名取　俊彦
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＜山梨県＞
松尾　功 坂入　よし江 渡辺　光子 森本　英俊


