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＜北海道＞
佐藤　剛道 齋藤　二郎 吉田　重禎 高橋　功治 高橋　勝子
塚本　和子 嶽石　啓子 西沢　利子

＜青森県＞
鳴海　サツエ 小野　律子 吉田　忠 関野　正義 星澤　勝利
中村　留美子 工藤　裕児 葛西　啓二 辻村　彰司 立花　正志
工藤　裕児 鹿内　亮 渡部　周次 阿部　懿樹 渡部　周次
米澤　和男

＜岩手県＞
牛崎　信夫 高橋　功 千葉　三夫 藤原　豊子 岩渕　武彦
佐々木　勝也 高橋　敏雄 川村　鉄雄 丹野　貞男 山影　栄子
関口　茂 遠藤　忠美 福田　靖 佐藤　守三 藤原　正男
和賀　徳博 日向　カン 菅原　義一 柴田　京子 中平　利文
伊藤　振 栗生澤　愛子 佐藤　陽子 千葉　隆司 岩渕　武彦
熊谷　昇 浅沼　行夫 小野寺　憲 吉田　キミ子 片平　悟
松田　修 鎌田　善男 鈴木　甲 金子　フサヨ 岸根　正勝
藤村　和夫 高橋　正富士 千葉　ツキコ 安保　郁男 小野寺　長一郎
千葉　きみ子 吉田　義明 柳原　孝堂 佐々木　勤 梅木　利昭
寺田　昭子 太野　サメ子

＜宮城県＞
木村　功 荻原　宣昭 猪股　義雄 佐藤　孝人 千葉　紀巳子
村上　敏光 吉田　守男 渡邊　清 鈴木　和昭 今野　久子
阪元　悦子 及川　忠吉 島貫　孝雄 武田　英雄

＜秋田県＞
久米　富治 平塚　二郎 高橋　善孝 河田　テツノ 大嶋　章子
石井　正晴 加藤　忠徳 成田　洋一 平塚　妙子 佐藤　フミ子
宇佐美　敬文 清水川　友吉 湯澤　信夫 金沢　健一 三浦　達正
菊地　茂 長畑　勘一 髙橋　實 古谷　英子 佐藤　義明
斉藤　清一 畠本　昭男 平元　幹雄 髙貝　良治 伊藤　幸司
津幡　保三 畠山　賢三 斉藤　要 上田　良夫 明石　靖子
横山　効生 進藤　司 藤本　裕子 伊東　金男 佐藤　文雄
小山内　豊樹 関　俊郎 大塚　俊市 鎌田　カヨ子 金子　光史
坂本　忠治 若松　清重 相馬　賢一 後藤　秀光 大塚　錦作
武田　清孝 三浦　丈久 白根　紀子 小林　シナ 古谷　孝子

＜山形県＞
石倉　忠 工藤　正廣 佐藤　良一 遠藤　新三 奥山　桂一
齋藤　美枝子 白田　芳夫 佐藤　敏男 斎藤　せつ子 折原　宏之
齋藤　美枝子 村井　俊和 工藤　サダエ 丸森　和夫 齋藤　美保子
鈴木　榮子 澁谷　民男 斎藤　孝二 石川　慶治 石黒　吉春
田村　幸夫 竹田　豊 川俣　裕美 佐藤　靖雄 本間　好幸
中村　芳通 多㔟　紀子 笹原　茂俊 市川　孝内 須藤　登美子

＜福島県＞
佐藤　喜彦 村松　昭伊 山田　喜一郎 丹藤　康雄 小林　照夫
佐川　栄男 猪狩　和子 植田　光二 佐久間　安夫 町田　鉄男
石川　一夫 古矢　萬里子 花沢　ヒサ子 赤羽　正一郎 高橋　義春
大波　敏秀 渡辺　喜美子 堀　延子 竹花　君夫 加藤　正子
喜多見　淳 丹野　政幸 佐々木　庄一 佐久間　久雄 高槻　徳夫
三浦　邦雄

＜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
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＜茨城県＞
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 檜山　眞弓 松本　光子 島田　尊夫

＜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 小暮　周平
龍野　みゑ子 齊藤　彰 若菜　吉弥 佐藤　邦廣 渡辺　玲子

＜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 大竹　春男 高木　米三 山崎　貞夫

＜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
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
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＜埼玉県＞
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 宮崎　建治 手川　武
厚海　壮吉 黒田　フクエ 武井　英雄 本橋　三郎 関根　喜子
高岸　福夫 柳沢　千二 吉田　仁一 田嶋　保次 大沢　和子
金子　千秋 関口　和代 大村　健男 湯本　幸子 平山　近
新井　幸治 青木　洋子 鈴木　輝志郎 湯浅　寛 柳川　ハル以
小幡　圭子 岡部　博子 小島　尚子 岡崎　博光 菅原　外喜男
小河原　一郎 橋本　貞男 坂本　みつ子 中村　伊代 網野　博
立山　順一 山野井　補 奥泉　文雄 久保　征四郎 須賀　文夫
栃木　錚平 平塚　啓治 金井　利廣 片山　千恵子 渡辺　加代子

＜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 秋元　秀夫

＜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 櫂作　勝代 志村　令子 長谷川　幸広

＜新潟県＞
青山　博 木村　忠夫 澤渡　洋子 庭野　宏昭 広瀬　広三
関　祥悦

＜長野県＞
宇佐美　常雄 山崎　義助 川越　勲 井原　達三

＜富山県＞
高森　慶満 石村　多美子 田中　孝弘 佐野　繁之

＜石川県＞
高見　孝子 畠　友英 高田　文子 今村　外志夫 松本　裕行
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＜石川県＞
今　重信 能登　外次 金谷　保子 裏野　弘義 杉本　可美
西　昇 宮口　徹 蔵屋敷　良一 袋井　正子 坂野　公司
松田　利夫 川端　かづ子 北野　勲 敦賀　寿子 坂東　勝利
浅井　寿一 島本　邦夫 松尾　寿紀 里谷　千枝子 山本　健吉
金田　とし 田中　キミ子 山本　健吉 呉比　美奈子 高見　繁
越村　衛 吉田　三郎 桶　千鶴子 一宮　正三 山根　明子
南　滋 林　美恵子 榊原　功 宮越　信夫 竹田　晴男
戸田　暁美

＜福井県＞
倉田　英一 齊藤　幸雄 坪田　昭男 稲木　武守 和田　ちえ子
宮原　勲 矢部　美鈴 立平　文孝 前田　里美

＜静岡県＞
大井　政夫 平井　清 山本　和男 青木　陸奥守 加茂　正義
栃久保　ふみ江 国京　稔 江川　澄夫 遠山　八重子 伊藤　羊作
平川　登 原田　圭祐 鈴木　利男 大石　晴義 曽根　哲雄
増田　實 山下　実 落合　登 森下　武一 田辺　艶子
金井　れい子 大槻　幸太郎 武藤　政義 深澤　剛 向島　燿子
田中　ゑみ子 後藤　朝彦 大石　純夫 大石　泰三 鈴木　輝雄
鈴木　秀夫 戸塚　好朗 小林　正克 横山　和江 石川　英夫
後藤　喜代子 大石　美津子 後藤　広男 松下　章子 大西　孝枝
奥野　訓雄 小野　了嗣 永井　清 山下　皓 向島　燿子
仲田　昌子 平野　友江 野賀　富士翁 大草　政則 玉木　久美枝
松本　忠三 芳村　吉郎 高塚　正治 勝又　勝昭 渡辺　良平
一宮　るい子 太田　みえ 堤　隆弘

＜愛知県＞
山崎　信子 清水　守 谷口　千都子 神谷　トシ子 石川　忠夫
岩堀　行雄 鈴木　登美子 横落　幸信 堀内　清行 田中　喜一郎
福島　謙三 蜷川　光久 水田　道子 岡田　チヅ子 荒川　朝代
榊原　武彦 田口　國廣 沢田　茂 高橋　正行 瓜田　幸子
村上　清則 中島　佳代子 加藤　博己 野村　千恵子 中根　介
粕谷　松雄 渡辺　悦子 亀井　政幸 二階堂　洋子 服巻　鴻志
横山　美栄子 柴田　典章 稲垣　ちず 佐藤　喜久代 折戸　勝子
内藤　邦康 土井　満 山脇　邦子 平松　宏之 小柳出　鈴子
山口　昭弘 早川　澄子 平野　勝年 山田　三生 山田　正昭
岩井　重信 服部　正 森　正豪 鈴木　幸夫 城市　等
柘植　英男 井戸田　徳春 光田　秀夫 竹内　和巳 近藤　サカノ
森　吉章 鶴田　石雄 馬継　和雄 市川　勝佶 野口　千代子
前田　道雄 関　良子 長尾　恵美子 大橋　澄枝 中山　森幸
鈴木　登美子

＜三重県＞
藤井　美智子 岩月　冨美子 山口　華子 浜本　立礼 清水　幸子
伊藤　はるみ 北　博 中本　孝一 内村　隆弘 岡村　充久
葛山　光子 村田　郁子 山中　國光 山本　光友 坂倉　平一郎
山口　華子 山本　満利子 北出　やえ 福本　正憲 村田　郁子
浜本　立礼 東　平治 清水　昭三 原　敏恭

＜岐阜県＞
栗田　芳一 二村　晋晤 見座　篤 堀　東 清水　信彦
斉藤　和代 川合　義郎 乾　朝子 田内　千恵子 松田　正伍
藤井　忠雄 前田　久美子 安藤　きみゑ 石原　勉 堀田　成子
上田　辰男 大村　和弘 熊崎　梅敏 渡辺　澄江 大竹　嗣郎
山口　好生 嶋　英一 永田　八千穂 小川　和男 林　保雄
山田　康 梅村　繁夫 栗田　愛子 水口　裕夫 永田　まき子
田中　賛平 小笠原　利次 大野　節子 大原　正宇 石原　伊三武
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＜岐阜県＞
森　勝司 佐々木　定信 石谷　松枝

＜滋賀県＞
杉原　二三江 今市　哲男 小山　暁美 中野　忠治 中野　洋子
北村　宗吾 岩野　三枝子 井上　文衛 大石　義文 多田　進
古儀　孝男 丸本　保 松井　光 岸田　郁子 杉原　信雄
野添　きみ 奥山　正子 宮川　尚治 野添　きみ 堀内　藤重
山下　正夫 石川　隆 北村　隆 澤頭　保雄 森　勝昭
三橋　雅子 竹原　正治 齋藤　洋司 奥田　實 安田　實
田中　久義 赤沢　徳太郎 吉田　建夫 増谷　綱一 山家　美津江
塚腰　武男 丸岡　泰太郎 堀内　藤重 三家　隆 北野　みつ江
長谷　武造 後藤　としえ 西村　正子 齋藤　洋司 野間　博明
松尾　利男

＜京都府＞
村上　茂 山内　和子 小塚　智子 藤岡　勇 小谷　一郎
松梨　信一 岩鼻　茂 薮﨑　稔 平尾　頼治 福富　保之
蓬莱　佳子 杉山　一津代 尾上　美須寿 中川　愛子 大木　温子
谷口　彰 貫名　美恵子 古島　政太朗 岩爪　ノリ子 南本　正一
前田　義一 菊武　正行 川崎　洋一 濱田　義弘 小国　桂一
久保　満子 塩見　弘子 大橋　国明 中林　泰子 松本　郁夫
田村　照代 村田　一郎 今田　賢司 椋平　環 岩井　一枝
矢谷　繁男 井上　稔 清水　和男 田村　淑子 南　薫
細川　康治 佐織　武 高田　裕 森　實 前田　弘子
本井　則子 細見　正彦 中西　順一 山田　義明 秋田　正則
中川　正男 奥野　俊夫 志水　嘉子 川北　愛子 西岡　多美枝
温井　健司 鈴木　圭吾 奥野　伊佐雄 村山　正 石川　文子
片山　睦 松本　護 稲澤　良雄 佐藤　昭子 山崎　慶子
久保　昌三 内藤　文次 嶋田　至 森﨑　正彦 竹本　益美
植村　喜代美 溝邉　博之 上西　由紀子 田中　妙子

＜大阪府＞
中村　敏子 鬼塚　勝美 木田　悦子 小猿　清 松本　栄
藤本　康治 立花　敏子 三原　宰久行 稲継　愛 岡本　昌弘
植野　幸子 阪田　常夫 小川　平和 黒田　豊國 平山　孝子
木本　精治 今田　佳裕 植田　はつね 田尾　幸子 高野　敬子
森野　宏 杉山　元一 三上　博敏 乾　昇一 野島　正弘
貞友　貴久子 松本　有美子 高田　幸子 中谷　信夫 山田　攻
日下　芳子 佐藤　定 表　修 北本　三知子 平岡　二男
辻本　ちが代 吉岡　仁志 平本　信夫 福岡　四郎 久永　スミエ
森川　剛伸 森口　政幸 横山　文子 木原　早苗 山下　一郎
西野　武夫

＜兵庫県＞
有田　哲男 石湯　平八 前田　敏夫 畑　良毅 横山　登
富田　あけみ 増田　ふみ子 赤井　忍 興津　美恵子 森脇　よしみ
竹内　美知子 久保　治 板谷　賢二 柴田　勝 藤原　敏和
小口　律子 足立　政郎 永井　幸生 逢坂　孝雄 下垣　保雄
森本　勉 大西　一男 西辻　好宏 藤本　恵美子 松村　由紀子
赤井　英 高橋　元二 細谷　誠至 南光　正和 田宮　昭二
黒田　忠雄 佐藤　満也 麦踏　和麿 香田　久文 白川　利積
藤原　国弘 足立　都 藤本　辰夫 大国　博喜 志水　芳彦
吉野　次郎 貴伝名　勲 真壁　公明 岩畦　孝子 左川　修
長澤　甚一 長濱　徹 杖谷　章次 土井　冿 岡垣　隆市
藤原　亘 井垣　英樹 神井　保雄 福本　三郎 目木　哲雄
井谷　あき子 川辺　祥子 滝本　嘉津子 小谷　榮子 藤本　摂子
耳田　ケイ子 中村　善正 浜野　三枝子 田中　徳幸 梅本　崇夫
山際　良美 馬場　三郎 瓦谷　康宏 佐久間　美忠 浜辺　義孝
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＜兵庫県＞
田中　弘 田中　久子

＜奈良県＞
吉川　肇 奥田　敏秋 綿井　信二 谷　忠義 山本　幸代
大津　ケサエ 出原　敦子 中村　勝 大島　清司 山田　伸
大畑　京子 堀内　ひろみ 森田　憲男 西野　映子 西川　紘一
山田　章 三澤　忠三郎 米田　きみ子 山本　峯子 村尾　久夫
岡本　光男 吉井　善昭 済木　孝明 金田　雅男 森　博
長谷川　健 堀口　孝子 栗原　つや子 津川　サチエ 谷本　量平
平山　美智子 梶　忍 明神　千代子 瀬戸山　勝 米川　政博
寺田　敦邦 札辻　光敏 西岡　靖雄 尾崎　隆 國屋　壽麻子
中島　登 堀内　初美 平尾　靖博 柴山　信一 大林　美智子
寺西　五月 平尾　時子 松川　行雄 野村　喜代 坂本　弘美
木下　一 森本　博 大封　武文 田中　勇 東　晃市
大西　岩次 渡部　禎夫 大塚　清 梶　忍 山下　義明
武田　典子 竹内　功 森　孝嗣

＜和歌山県＞
西　幸子 北野　忠男 長谷川　盛行 竹原　僐則 岩本　繁邦
寺西　和夫 髙見　加代子 中田　啓子 太田　正 大町　清治
永宮　忍 枠谷　靜夫 西岡　和子 父川　あや子 吉田　巽
尾浴　秀夫 梅本　萬里子

＜鳥取県＞
小嶌　淳二 井口　俊秀 大太　惇 沢村　寿之 井田　一
内藤　和信 山本　充延 山田　昇 小林　よし子 生田　勝利
堀尾　和久 敦賀　元 山田　昇 吉川　勝治 太田　雅仁
田中　賢一郎 松田　照夫 新田　妙子 吉村　瀬津子 山本　道孝
井村　俊夫 神庭　顕美 高森　康寿 小山　碩哉 兼田　秀人
前田　志摩夫 梅原　充朗 嶋田　和義 福井　しげ美 西村　義治
加多納　勇 上田　喜志恵 前田　周二

＜島根県＞
小谷　貢治 川西　建次 川上　兼弘 谷　英樹 藤原　晃
山崎　巌 石飛　敏治 田部　茂 石川　隼 永田　明子
大塚　清子 新田　田鶴子 小田　ヨシエ 佐野　俊六 加納　千代恵
渡部　英一 今岡　是勝 広戸　富士雄 森山　益吉 岡　裕規
島村　幹雄 和田　勝代 福原　民枝 岡本　務 今岡　是勝
森口　静禧 春日　茂 村上　卓美 久保　千咲子 渡邊　美香子
小松原　京子 内田　守 小室　満則 吉田　和男 伊藤　功
渡部　征志 石本　トシ子 大庭　友重 田中　弘 山﨑　治滋
星野　愛子 川上　泰雄 森脇　泰治 土谷　隆夫 梶谷　明
内田　和教 青木　満子 山﨑　治滋 青戸　智子 横川　良孝
岡本　實 吉田　正 岩橋　吉政 石倉　和義 佐々木　均
吉田　孝次 田中　詔雄 水川　美保子 松田　直美代 西島　秀正
原　衞 坂本　喜美 吉野　一雄 足立　住子 武田　栄子
長岡　幹雄 佐々木　和信 伊藤　薫 木村　誉 藤井　晃代
益本　安人 阿部　兼良 竹内　克美 川上　泰雄 水野　静二
森脇　泰治 山本　雅一 長岡　幹雄 松田　幸夫 吾郷　郁子
安達　ノリ子 大川　憲 田部　高洋 中尾　允 寺口　隆
横川　トミ子 田中　好江 清水　洋明 石川　賢治 高橋　治男
寺本　恵子 三谷　馨 杉原　勝義 園山　正信

＜岡山県＞
藤原　初栄 川田　昭典 谷　直美 西平　成子 福島　晴男
小林　春子 林　康毅 坂口　治 中村　篤子 小見山　昭則
山本　吉男 佐藤　聖子 小引　栄一 杉本　義和 小林　順一
正富　豊子 西野　英子 山本　昭二 桑島　敏彦 諏訪　瞳
岡本　錫樹 井上　禎二 亀山　貞男 櫃本　信子 小林　吉一
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＜岡山県＞
川合　隆 大月　勝彦 黒田　幸衛 藤井　邦蔵 山田　吉徳
石井　文子 中村　明 野口　宏 畑井　正勝 林　百合子
岩崎　均 梶尾　和枝 濱田　市正 北田　正次 池田　良子
梶原　幸子 草井　広 国司　敏郎 戸田　行是 山澤　心尭
藤井　克之 大元　重明 寺見　忠正 小川　茂雄 村下　敬
千葉　幸男 中塚　政男 藤井　敏明 森下　明敏 坂本　キヌコ
富山　民子 馬場　美代子 徳田　栄子 西原　勲 川端　貞男
山本　鈴子 岸本　安浩 森本　暁子 板野　勇 石倉　和子
難波　弘子 門田　弘司 河原　敏雄 横田　元幸 福屋　ミサ子
小川　百合子 藤井　博宣 中村　好政 中条　英夫 大西　康政
髙野　清子 吉田　益治 繁定　満孝 武元　加代子 上西　克美
永井　徳敏 岸　好恵 小塚　久子 左居　澄子 山本　貴司
柴田　豊昌 川上　康夫 岩尾　秀信 池田　佳江 中村　孝雄
下前　すみ子 吉村　公夫 三宅　健一郎 平井　千恵子 大笹　美春
田辺　栄一 西村　幸雄 森　茂 吉岡　主計 緒方　髙明
横山　淳二 川北　三和子 香西　弘道 片岡　優子 角南　勲
織原　芳枝 藤井　靖夫 渕上　義秋 菅野　弘 亀井　新吾
杉山　達志 川西　強

＜広島県＞
桂藤　安夫 田葉　京子 吉川　正人 桧川　昭義 松本　誠
小林　節子 白石　正 松井　修二 内田　豊作 三好　政良
中尾　斉 中山　晋一 二井原　諌 松崎　英明 谷口　登
縫部　幸雄 藪本　利昭 潮　喜満 岡田　茂 奥川　紀夫
瀬尾　孝子 栗原　龍子 坂本　保夫 小田　芳子 堀井　順子
中原　正昭 長岡　孝 海田　勝之 三好　政良 原井　睦己
松中　満 金子　武美 元永　徳郎 繁田　泰子 中森　重良
薦田　愛子 中津　和夫 福本　一也 髙原　幸子 金子　恵子
笹原　弘治 佐藤　英太 柿本　守 牧野　征洋 水田　数萬
物見　紀生 小早川　徳三 松浦　和多利 高橋　一彦 小島　正博
山根　和幸 要垣内　義秋 末廣　圓治 平井　政美 藤野原　真智子
白根　憲三 二口　ミホ子 下崎　富子 大迫　淳子 堀川　悦子
辰原　一 善入　紀男 谷田　直子 町田　嘉正 末平　侑
水田　邦夫 船頭　ムツコ 上清　冨士子 加藤　広子 森田　幸子
津島　チサ子 寺敷　みよ子 上田　稔 友岡　郁夫 野村　常雄
梶村　正次 米屋　健一 橋本　二三男 益田　敏昭 兼本　恵美子
森末　信好 毛利　昌則 高盛　由喜子 小迫　要三 稲垣　礼子
宮地　裕子 藤原　利憲 岡　一三 滑　亀雄 中島　勇
山岡　巖 赤谷　尚之 魚谷　光一 清水　苗子 田中　光明
岡田　繁昭 田村　勝子 住香　直人 宇郷　博夫 川又　忠範
宮川　一 牛原　義和 杉田　恒昭 梶村　正次

＜山口県＞
小林　幾代 貞弘　立男 米本　敏夫 岩本　里鶴子 倉光　文彦
尾形　凉子 米田　郁子 野間　勝 倉田　正史 中川　義一
山下　昭 橋本　光弘 福田　柾人 松本　一正 築森　正
山下　昭 村田　喜重郎 内藤　力 坂田　利明 豊岡　洋
橋本　光弘 工藤　健二 小野　保 藤津　悟 宮原　俊章
中山　正治 松本　巴 月野木　光子 池田　良幸 縄田　豊
瀧川　進 戸本　眞由美 由川　昇 宮原　俊章 松田　正夫
山本　昌之 花浴　眞一 高光　行和 相本　雪子 石田　雅行
藤原　明 福田　靖生 楢﨑　葵 廣田　徹 白神　栄美
国本　喜代子 福田　孝子 寺田　房江 山下　須恵子 加藤田　サツヱ
岩本　昌子 中川　哲夫 石田　恭作 中村　宮治 西川　保太郎
丸山　静枝 大中　美代子 十亀　さよ子 河野　栄子 魚住　文子
中井　芳昭 林　美代子 村井　哲也 岸田　正 町浦　美詔
山本　睦 阪口　正信 弘中　勝枝 中島　末雄 福田　柾人
長見　静生 戸本　眞由美 末弘　信義 亀井　正幸 川本　重信
谷上　悦彦 吉川　忠 門脇　忠雄 森山　吉貞 武居　均
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＜山口県＞
棟居　節子 露無　光男 中本　恵子 山本　美知子 今山　茂
中村　武人 林　芳江 倉増　幸子 橋本　繁美 中本　康久
安村　智勢子 田村　種夫 加賀美　光子 西原　義則 山野　行男
加藤田　サツヱ 縄田　豊 髙﨑　信義 山本　昌之 田中　文夫
岡本　たみ子 松井　公作 前川　栄 内冨　暉 橋本　治子
吉田　英二郎 安村　智勢子 兼近　秀之 今西　徹 内田　悦夫
松村　秀夫 藤冨　晋造 村岡　明彦 山田　修己 大下　宮子
林田　頼宜 藤本　春子 小島　由美子 中嶋　正義 阿部　守
西嶋　信義

＜香川県＞
真鍋　美恵子 出石　トシ子 斎藤　満徳 斎藤　満徳 溝渕　美知代
村尾　国行 小島　冨士子 森　英和 宇都宮　髙 竹内　厚
小林　正美 十河　正子 古川　昭治 光吉　直哉 三井　邦彦

＜徳島県＞
田中　勝己 松崎　均 大角　修 皆津　隆一 箕村　勝昭
森　順子 福川　明美 寺山　幸子 美馬　高一 株木　理
平松　琳治 笹野　勝秋 森本　民江 森　ムツ子 藤木　孝光
米田　千代 酒井　ヨネ子 濱上　雅彦 三枝　賀代子 高山　幸市

＜愛媛県＞
田部　正文 牧野　光男 黒河　不二生 船場　安博 垣内　清子
平木　輝子 兎川　允惠 宮内　忠實 楠葉　節子 森本　仁
天草　弘 近藤　敏生 篠原　修 井上　清三 合田　弘
道下　英子 小川　とみ子 石井　功三 藤岡　省三 宮崎　都宣計
森本　仁 和田　善光 本田　ルリ子 矢野　幸治 三宅　一敬
弓立　治美 髙田　忠計 高橋　昌雄 宮崎　都宣計

＜高知県＞
井上　絹枝 松岡　善郎 楠瀬　浩之 大﨑　加代子 岡本　桂子
岡村　知 品原　哲明 安原　敏雄 岡本　憲治 並川　安子
瀧本　久美子 寺田　昌介 中山　則雄 岡林　強 田村　章彦
平岡　順

＜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
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＜佐賀県＞
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 小柳　政文
吉丸　昭允 田口　英明 福島　清子 岡　繁樹 田口　英明
高井　美好 太田　悟 野副　栄次 中嶋　俊幸 宮﨑　和則
西村　哲夫 吉牟田　稔子 安永　勝美

＜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 船本　良行
吉村　敬三 藤川　一美 髙木　義正 田代　紀男 西島　義春
村島　忠 坂田　小夜子 寺田　初男 藤原　恒雄 平田　伸一
永目　正守 田上　豊巳 鍋島　ミチヨ

＜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
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 赤峰　昭子 安東　令子
河津　ヒロ子 長澤　精子

＜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 岡本　キクエ 永田　昭俊
緒方　鈴子 福元　興子 久永　育子 横山　由美子 中野　一子

＜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
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＜鹿児島県＞
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 舞原　チヅ子 浦本　勝昌 永吉　律子
内田　利見 大平　久子 池増　直敏 才田　美代子 安楽　利秋
山田　忠 椎原　正隆 横山　弘人 前田　治 松本　幸浩
船間　文武 稲村　成雄

＜沖縄県＞
棚原　昇 仲皿　富弘 嘉手苅　エミ子 仲村　清光 上原　和代
大城　成敏 東風平　朝章


