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＜北海道＞
朱田　昭一 石田　ミユキ 藤井　政次

＜青森県＞
八重樫　敬子 小坂　直枝 阿部　懿樹 酒井　俊男 鶴田　幸子
久慈　輝雄 荒谷　スエ 吉田　トシ 船橋　松蔵 小坂　直枝
藤本　勝郎 工藤　満 相馬　弘美 藤本　道雄 村上　邦昭
橘　美津枝 上杉　靖悠紀 藤本　れい子 葛原　信一 青羽　サツ子

＜岩手県＞
菅原　一男 小西　康夫 藤原　武正 小林　直樹 佐藤　陽子
懸田　妙子 笹田　道之 日下　武 多田　弘子 高橋　勇
千葉　種美 高橋　敬子 菊池　初江 菅原　清 藤村　勉
佐藤　光二 長田　訓明 菅原　用治 谷　忠夫 鹿渡　秀美
三浦　幸夫 岩渕　誠子 小山　キヨ子 金　侯子 山本　一
佐藤　雄記 秋山　輝男 松田　修 太田　文夫 小原　光正
柏葉　君男 豊嶋　忠男 晴山　正 奥山　才子 小原　照見
熊谷　祐幸 太田　幸一 神成　繁 髙橋　昭平 高橋　昭太郎
桐田　昭一 伊藤　紘三 立野　一雄 千葉　京子 伊藤　諶
小野寺　政治 千葉　達也 根子　光夫 高橋　亮一 佐藤　信子
佐藤　文橘 杉田　冨美子 坂田　金吾 外川　政志 齊藤　久志
佐々木　英昭 佐々木　養助 丹野　貞男 山本　満喜子 高橋　傳二
斉藤　幸二 瀬川　セツ子 佐々木　博 牧野　昭一 小原　洋子
佐々木　トミ子 佐藤　邦子 菊池　次子 渡辺　ヨシ子 田村　義也

＜宮城県＞
高橋　一夫 松本　好行 阿部　泰子 遠藤　幸治 八島　功
高谷　正子 高橋　孝夫 川上　勇辰 小山　孝男 片平　敏朗
根元　和夫 出井　憲治 佐々木　つや子 高橋　誠 佐々木　衛
井野川　いさ子 久水　恵美子 伊藤　邦彦 佐藤　昭子 飯田　キヨ子
目黒　カツ 佐藤　昇 村田　吉夫 髙橋　宏作 及川　勝也
杉山　勝雄

＜秋田県＞
廣田　祐次 鈴木　キヱ 北林　一 藤原　英男 斎藤　金一
木村　賢蔵 佐藤　弘二 御崎　春子 藤田　利孝 夏井　芳甫
渡辺　昇子 佐藤　武敏 内藤　義明 平泉　タカ子 佐々木　司佐子
佐藤　紀夫 菅原　タエ子 小林　堅一 浜名　ヒサ子 畠山　廣喜
井関　市郎 福岡　邦雄 伊藤　清吉 高橋　洋一 佐藤　義明
加賀谷　珠子 渡部　昭男 村岡　美智子 三浦　清一 舘岡　アチ子
藤原　英男 内田　麗子

＜山形県＞
松ケ迫　瞳 沖津　広昭 工藤　アキヨ 遠藤　新三 佐藤　英勇
鈴木　庄治 三浦　和平 伊藤　千恵 前山　和夫 川村　末子
佐藤　憲一 安部　佐 関　憲一 今田　優 中野　吉雄
佐藤　孝 宇野　勝 荘司　美恵子 佐藤　光雄 石黒　藤巳
土田　一男 安孫子　順一 卯月　幸子 阿部　トシ子 堀　良一
鈴木　紀夫 滝川　清一 小野　たか子 橋本　孝一 柿崎　寛
石垣　文夫 日向　幸也

＜福島県＞
斎藤　満州男 渡邉　英明 山田　稔 志賀　清孝 根本　キヨ子
佐藤　建夫 黒津　紀久夫 小木埜　進一 山寺　吉代 川瀬　八代子
榊元　明男 高橋　精一 吉田　ユキ子 吉澤　りよ子 鴫原　睦夫
今井　正子 相澤　実 藤原　栄二 松本　寿夫 長竹　加代子
渡辺　国子 坂野井　公一 斎藤　芳宏 湯田　愛子 酒井　伊佐江
坂野井　公一 坂野井　公一 酒井　澄子 久保田　正子 佐藤　守
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＜福島県＞
丹治　良子 緑川　登志男 鎌田　勲 後藤　甚吉 鈴木　豊子

＜茨城県＞
福田　良子 古賀　邦雄 神坂　栄子 斉藤　正志 高橋　富男
新谷　誠 飯塚　啓子 國　信行 須賀田　渉 原　登
高橋　福次郎 浦田　タエ子 塚原　和子 平井　和明 遠藤　喜平
安田　ハルイ 野口　敦子 中山　サツ 小沼　義夫 宮本　とし子
佐藤　福夫 大山　よし江 山辺　滋子 岩井　武 堀江　正二
小池　二郎 宮本　すい子 山口　鉄夫 川上　栄子 川上　栄子
竹田　芳晴 内山　國男 石上　弘 守野　正彦 須田　すみ子
青木　伸一 平田　秀雄 原　登 深谷　正康 畔上　清
友田　幸夫 平塚　勝利 遠藤　武 谷藤　輝美 森田　弘子
小松﨑　誠 谷川　正男 重原　哲夫 内海　和子 坂口　四郎
川吉　谷孝 京谷　友明 栗林　四郎

＜栃木県＞
保澤　勇一 柿沼　利政 野部　勝 小林　良男 三村　喜雄
泉　理人 島田　義男 石塚　良 田中　正雄 山本　和夫
岩下　正治 柏崎　征康 中山　信孝 荒井　慶子 菅井　敏次
菊地　平三 中山　信孝 中山　清 兼子　廣光 藤田　利美
江連　あけみ 塩澤　勇輔 須藤　登茂子 山崎　サエ子 坂本　茂夫
入江　久子 吉澤　実 中郷　郁代 佐野　信夫 橋本　俊行
波岡　博 徳原　良一 平山　明司 竹澤　武夫 林　永子
荒井　照男 山本　忠作 小林　恒雄 大貫　幸男 吉田　国男
吉田　テイ 針谷　こと 舘沼　トシ 中山　昭一 北野　昇
石川　栄次 狐塚　邦雄 福富　武男 冨岡　良夫 生田　千鶴子
村越　功 福田　幸江 大森　輝男 宮城　政弘 菊地　サト
石﨑　良忠 天谷　一男 國井　千恵子 手塚　郁朗 豊田　一枝
石川　照市 田名網　尭司 髙野　喜枝

＜群馬県＞
斉藤　幸雄 小林　隆則 伊藤　恒雄 長島　文雄 玉井　栄一
丸森　ナツ子 中山　たみ子 井野　昌司 渡邉　まゆみ 深田　陽子
小林　守男 磯野　益幸 大島　範右 和田　博 川端　佳年
都丸　守男 仁科　勝治 川端　佳年 柳橋　勝 飯島　愛蔵
池田　貴夫 田中　嘉寿雄 住谷　信一 一宮　維佐夫 荒井　静子
桐生　光子 山田　雪子 渡邉　まゆみ 椎名　節三 小林　三次
倉林　剛 深田　紅洋 外池　正三 奥野　正勝 鳥羽　ヨシ
吉水　貞行 松原　守 悴田　幹夫 斎藤　恒夫 小野里　成司
星野　大吉 福田　菊代 武井　正夫 辺見　功 秋庭　陽子
福島　俊充 都丸　信行 河原田　清 吉澤　拓子 吉田　峯二郎
田村　タケ子 清水　幸子 松原　正富 土屋　淑枝 髙山　博司
近藤　よし江 斎藤　マサ子 若林　明 秋元　シゲ子 北爪　敏雄
折茂　みつ江 小林　浪子 阿部　興基 外山　八郎 高野　千歳
板橋　彪 瀬川　宏幸 堀内　秋夫　 深澤　茂 片貝　米子
武藤　民二 福島　俊充 江原　志津子 福田　義市 木村　誉
岩崎　貞夫 須田　一男 小平　美津子 荒木　康道 加辺　三千男
宮下　俊夫 高橋　稔 長嶋　宏 曽我　哲侑 関口　とし子
武田　進 岩崎　勝江 吉原　猛 栗崎　剛 楢原　健次郎
倉上　幸男 加藤　さか江 佐藤　弘美

＜埼玉県＞
村中　みね子 野上　定之 山本　守雄 山口　裕 小川　秀子
鈴木　マサ子 原田　邦夫 三浦　譲 谷崎　サキ子 田中　久
鈴木　敏男 千葉　静江 津ケ原　悦子 橋本　貞男 沼野井　恵
栗屋　裕明 小杉　敦子 森田　幹雄 安発　豊子 大崎　進
鈴木　康之 切石　孝昌 阿部　ふじ子 岩佐　幸浩 深沢　佳美
鈴木　清正 佐々木　千代子 原田　しのぶ 丸山　龍二 小日向　加代子
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＜埼玉県＞
齋藤　昭 窪田　起三 笠原　秀昭 笠原　晃 塩崎　辰雄
板橋　浅二 浜田　慎一 御子柴　菊枝 戸張　好子 小原　章
阿部　信平 山本　重治 大野　三郎 小林　広子 吉野　ユリ子
大野　良子 中村　峯吉 眞下　勝子 佐藤　悌三 新　光夫
中柴　和代 長嶋　藤子 田島　健次 田所　史枝 阿部　光佑
青木　古致 新井　敏明 渋谷　静子 町田　好輝 福田　正
菅井　久代 中嶋　繁子 仲西　和子 笠井　幸司 柳川　宣行
岡田　耕作 松本　礼子 竹内　和夫 富井　三重子 栗原　健治
原田　愛子 髙島　節子 井上　信子 清水　光雄 津志田　守
丸山　園次郎 吉田　秋子 伴　善治郎 奥泉　文雄 福嶋　実
滝澤　堅 舘谷　善八 伊坪　国男 沖口　先江 漆原　初枝
小沢　一雄 中川　正幹 木口　七五三吉 三浦　幸子 松井　一成
安斉　宏 田嶋　辰夫 今井　昌子 新井　成子 熊沢　清光
伊藤　武 市原　蔦子 小松原　茂 武井　英雄 大岩　保幸
荒木　郷兵 増田　ヨシ子 町田　英二 樋口　鉄雄 青木　忠
宮島　十四二 清水　迪夫 加藤　栄造 三浦　幸子 末吉　忠男
角田　善貞 新井　城太郎 鈴木　敏男 岡田　文三 神藤　栄治
中村　新作 眞下　辰男 中柴　和代 田口　貞夫 馬場　伸一
出浦　清高 金井　章代 塚田　百合子 金森　八重子 横田　雪江
宮本　玉江 森田　秀男 堀江　泰男 豊田　則子 横田　久義
金井　貞男 金井　初江 持田　勝敏 宮坂　美雄 金子　勝利
島村　哲夫 浅見　孝 勘田　勲 西谷　強 北山　榮子
前田　土目子 茂木　静枝 土佐　三代子 前川　議一 小林　幹人
滝澤　堅 白戸　兼一 森久保　東英 関谷　信子 川杉　年久
矢野　勝 大鹿　延正 森谷　チヨノ 飯田　潤一 戸口　友三郎
沖口　先江 二戸　多喜子 斉藤　健男 平澤　佳吉 北川　幸子
関根　秀男 奈良原　ゆり子 森　澄子 大澤　茂男 平井　穰
岡野　清枝 貫井　光雄 嶋田　達也 三浦　友明 渡辺　正司
長沢　建吾 廣田　昭 村田　敏男 横田　淑子 広瀬　徳子
小原　早苗 菊川　隆夫 石田　良子 関根　敏江 中村　尚夫
土田　謙治 本　フヂエ 小野澤　淳治 武井　康正 土田　弘志
島村　幸江 小川　秀子 露原　悦二 山﨑　邦夫 深作　好子
斉藤　清 増田　三郎 佐藤　英男 染谷　秀男 木崎　勝也
矢島　繁 小嶋　隆 吉川　勝夫 小林　英則 永田　喜美子
五十嵐　孝治 大野　幸子 南雲　祐治 山口　秀有 井上　隆
酒井　貞光 赤羽　秀章 大須賀　晤 青木　金次 新居　成郎
秋山　秀子 鈴木　重雄 湯本　幸子 田中　三郎 吉橋　春寿

＜千葉県＞
鈴木　茂 平野　栄枝 金木　英昭 藤井　光之 鈴木　尚子
堤　昭博 東山　忠義 中村　巖 中林　彰 今泉　良子
伊東　登志子 大塚　拓 髙橋　義男 田口　実 茂木　忠
前田　清江 飯塚　恵子 福田　豪 保谷　美津子 今給黎　勅子
新穂　省三 遠藤　岑夫 小野寺　昌子 森川　英男 霜田　節三
土屋　清文 栗原　秀郎 滝本　輝男

＜東京都＞
長峯　マチ子 原田　力生 山崎　文子 原田　力生 原田　力生
神木　光義 伊橋　三樹夫 中嶋　守 土田　禎子 須田　勝
松浦　衛 髙橋　基泰 今里　美智子 池上　善子

＜神奈川県＞
坂詰　久美子 佐藤　文子 菊地　実 清水　榮一 緒方　静江
満塩　政信 吉川　好江 普光江　弘 宮田　泰弘 下山　誠喜
千葉　義秋 那須　健二 佐藤　美代子 原　幸雄 小栗　晴夫
清水　榮一 御園　淑夫 森　洋子 植田　春夫 船山　弘
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＜山梨県＞
石原　久子 保延　公勝 辻　文子 秋山　幸子 今村　春子
青柳　保子 竜沢　挙 青木　利男 鈴木　富士子 渡辺　忠男
名執　宗行 相田　昭子 鯨　利夫 畑野　幸男 中沢　実
花田　久人 戸部　知由 渡辺　重光 渡辺　富子 佐藤　紀美子
佐久間　勉 斉藤　ひろみ 柿沼　定男 宮澤　修 鈴木　道子
渡辺　茂男 佐塚　忠司 内藤　修身 古屋　賢 早川　昭
雨宮　徳夫 一瀬　茂三 川口　美富士 竹本　和江 斉藤　義俱
五味　吉秋 田村　一雄 小池　義行

＜新潟県＞
甲村　聰 野島　光子 横山　ふじゑ 板垣　和夫 平林　一男
片原　勝雄 松村　久夫 鈴木　隆 砂山　功 梅田　常世
丸山　鐵雄 佐久間　勝雄 横山　ふじゑ 遠藤　チエ 大関　英作
岡村　明彦 上村　芳夫 岩井　健造 村山　栄美子 牛膓　良

＜長野県＞
金箱　幸敏 松山　喜久美 長田　友雄

＜富山県＞
屋敷　勇 講神　ハルエ 村本　健二 正村　芳枝 前田　和香子
佐藤　誠一

＜石川県＞
北　礼子 佐藤　信子 伊東　隆司 寺沢　又男 曽山　太作
宮下　和栄 吉田　政敏 東　恒俊 金田　とし 片田　喜正
辻　浩二 森　俊明 関沢　悟 八木　恵巳子 佐々木　秀雄
佐藤　勝 鹿子田　俊彦 河本　孝造 北濱　一夫 山本　正二
笠間　重好 坪野　政光 坊上　直一 佃　邦夫 大島　洋子
西坂　光都子 久保　忠盛 多々見　邦次 村田　信次 工藤　百合子
川辺　栄子

＜福井県＞
山本　美恵子 河村　隆吉 森　貞孝 若嶋　きみ子 斎藤　紀子
前川　健二 横田　幸治 酒井　啓善 家倉　正人

＜静岡県＞
坂爪　栄行 桑原　一彦 三輪　英次 泉澤　昭 片桐　安子
佐藤　泰子 奥野　訓雄 渋谷　文江 見城　一誠 神谷　左次
岡部　義文 鈴木　捷洋 福田　笑子 古橋　秀生 長谷川　辰雄
山崎　ひろ子 内藤　喜富 久島　清 久島　清 佐藤　政一
松本　辰郎 木野　義明 太田　安世 鈴木　捷洋 鈴木　正志
桜井　洋子 中江　方子 川合　泉 増田　敬子 市川　克省
武藤　芳明 高橋　公明 渡井　正 伊藤　好弘 西澤　三枝
落合　偉之 加茂　富江 一木　元司 松本　要一 大倉　帝二
森下　輝夫 荻原　正雄 清水　幹夫 名波　繁 長谷山　良和
山下　皓 荒井　良美 宮道　孝男 新庄　かほる 山崎　辰夫
大石　定雄 横山　得子 山下　雅文 鈴木　敏明 三浦　功美
佐々木　清美 鈴木　まき 大井　利夫 富田　冨子 市川　佐恵子
塩川　弘 鈴木　貢 小池　信夫 阿形　嘉治 勝下　嘉夫
加茂　正義 庄田　佑子

＜愛知県＞
宮向　好明 清水　實 田中　美津子 角谷　邦子 都築　信之
近藤　三利 蟹江　喜美子 図師　フミ 林　敏正 伊藤　宣夫
渡辺　政弘 木塚　道雄 堀田　良子 山内　富子 藤野　政代
溝口　隆雄 笹野　春子 竹内　重男 宮﨑　よ志子 南谷　孝一
寺澤　弘 加藤　英彦 水越　秀一 水野　憲俊 作永　勝利
野村　克義 物部　孝 鈴木　信義 森本　泰子 近藤　頼幸
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＜愛知県＞
大岩　旭 後藤　加壽子 安食　岩雄 福冨　孝子 鍔本　敏彦
服部　唯幸 天野　卓 佐々木　智典 奥谷　法清 小森　幸
山崎　弘彦 杉野　鋪 水野　妙子 遠田　富士夫 田中　他家男
杉山　安彦 中山　森幸 伊東　章 成田　典子 坂本　吉幸
杉山　はるみ 河合　孝治 佐藤　公彦 牧野　収子 山田　副夫
白倉　静雄 笹野　春子 倉田　あい子 前田　信秋 糟谷　なみ子
水野　百合子 井戸田　徳春 竹谷　峰子 森本　久男 高橋　光
戸塚　正男 小林　秀司 後藤　とみ子 稲垣　鎌治 田中　喜一郎
杉本　徳枝 極殿　武忠 金田　あきの 大野　美佐子 堀内　清行
東　晨人 榊原　久雄 木戸　捷利 畑中　きみ 多々内　秀夫
天野　義雄 近藤　壽男 笹田　邦夫 河村　好文 三浦　直次
大嶋　あき子 加藤　雅子 舩橋　信郎 杉浦　春雄 朝倉　勝造
岩橋　大臣 加藤　節子 鷲見　なつ子 大橋　昭芳 鈴木　武男

＜三重県＞
川村　智子 廣岡　常美 中本　孝一 藤井　敏彦 島崎　光俊
松本　進 岡本　喜代重 川村　美代子 福村　修一 水越　昌代
野村　好子 内田　すま 益川　喜子 山中　奎子 舘　秀春
米村　佳躬 横田　利男 水越　昌代 大森　秋雄 東　隆義
井口　キクミ 竹川　佐知子 加藤　末男 奥井　進 長谷川　忠志
三橋　利次 廣岡　三郎 瀬古　幸枝 石川　定子 高島　ふじ子
葛山　光子 山下　傳雄

＜岐阜県＞
小笠原　利次 川瀬　行好 篠田　強 吉村　和美 小川　淳吾
安藤　治市 西部　研三 櫻本　満男 小林　守夫 野平　茂治
渡辺　武 田口　林次 細江　慶司 桂川　廣司 植田　正夫
山下　君子 交告　雅子 浅野　辰雄 清水　豊二 野村　久乃
松岡　洋行 渡辺　尚文 田口　林次 園田　ミヤ子 山田　豊子
二村　晋晤 正戸　久子 足立　典子 佐藤　哲郎 永島　勝
永田　まき子 松本　康信 林　一富 市原　正之 白木　道男
真鍋　征義 飯干　秀人

＜滋賀県＞
多田　進 中島　誠 後藤　としえ 高橋　時子 水谷　敏麿
滝川　一秀 大石　義文 三家　千佳子 疋田　良子 中川　岩夫
中澤　幸平 名坂　一男 真田　重明 鵜飼　喜代美 岸本　一郎
武藤　定雄 大橋　信造 大石　義文 三原　敏行 小森　忠夫
岡田　巌 石居　淳 小中　賢二 岸本　一郎 堀内　藤重
清水　久栄 井手　利美 西出　春男 福本　虎男 渡邉　力
吉田　一雄 中山　勝之 辻　利一郎 木村　保子 中尾　満
浜野　良雄 西田　久義 木村　傳平 本庄　スミ枝 北村　正義
福永　良平

＜京都府＞
妹尾　隆文 井上　成美 池上　秋男 奥田　幹子 藤田　安久雄
小黒　賢二 髙岡　昭三 山名　康裕 高橋　章男 西村　泰子
塩見　康明 梅垣　清文 岩崎　忠和 塩内　恵美子 上野　力三
山本　久子 仲川　功司 西村　賢二 一井　重信 浜野　光雄
庄田　久則 安東　敬二 岡本　洋子 杉山　香 池田　勝也
池田　茂雄 野波　一郎 大場　孝尋 細井　太市 粉川　將代
石川　武美 温井　健司 井上　孝男 岡嶋　智代子 辻村　良次
吉岡　保廣 辻　元美 栗山　和子 井久保　徳朗 松尾　静枝
坂本　利治 福田　とみの 古岡　勝己 長島　次良 藤岡　理枝
山本　征雄 川北　誠至 野口　ミチ子 西村　秀雄 平林　隆男
清水　弘章 平井　輝美 岩崎　博子 芦田　チエ子 谷田　千鶴子
井上　忠久 山本　節夫 安東　敬二 大志万　たみ 光田　芳彦
松村　綾子 守山　慎一郎 白井　繁夫 太田　英雄 榎原　道子
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＜京都府＞
小西　令子 山岡　由美 今西　千恵子 横山　末子 波多野　稔
大島　晶子 木場　健蔵 松田　好子 今井　輝彦 井上　美栄子
吉川　笑子 畑中　里子 藤井　宏子 麻田　洋子 田中　英男
大槻　洋子 杉山　幸代 立藤　忠通 出野　久美子 長竹　茂
前田　ミサ子 奥野　伊佐雄 山本　哲朗 川村　武久 藤井　登

＜大阪府＞
奥　登美与 長岡　洋子 芝田　共子 馬渕　セイ子 家口　隆義
古賀坂　接子 矢座　徹 森川　剛伸 漆原　弘 柳本　修司
根引　イツ 塩見　良子 佐藤　衛渕 大石　輝 安栖　律子
加藤　悦子 藤井　常世 谷澤　昇三 三善　洋子 岡田　千代子
河野　光春 松崎　幸子 長森　操 佐伯　貴代巳 柿本　春代
高野　久男 畑田　武 岩木　利徳 岡本　文一 武田　安喜子
島並　勝治 細山　勝義 田宮　千恵子 畑　潔 阿部　文美
平塚　富子 木原　善次郎 森田　笑子 岩崎　照子 小林　栄子
荒木　幸枝 北　武彦 中井　敬子 森脇　暁子 古閑　健治
野田　能右 木村　義清 古賀　稔 松井　秀雄 平井　伊一
岡田　妙子 三宅　進美

＜兵庫県＞
平田　實 森口　淳子 西川　康宏 佐伯　俊信 稲田　浩之
久岡　節夫 前田　曉男 南光　正和 井上　絋江 横山　登
井上　幸一 米谷　貫一 吉川　明美 高橋　慧 久保田　敏子
丹野　喜志男 小橋　清子 櫻本　淳二 藤原　勲 林　正則
逢坂　孝雄 金尾　昭子 谷澤　由美子 朝山　幸太郎 上田　和義
中西　平 佐川　純雄 西野　信義 藤原　勲 増田　俠子
岡崎　恵子 和藤　秀雄 小川　登 近藤　伸廣 苔縄　浩子
早水　訓子 金子　則夫 目木　正義 大木　征雄 富永　尊彦
正井　誠治 興津　祐一 井上　周 道岡　守 小西　美代子
真壁　公明 田中　正明 笹倉　益美 梅田　弘 髙瀬　昇
谷川　成輝 濱田　和男 福田　豊治 森田　宇一郎 中嶋　粂夫
宮部　信夫 赤井　英 柴田　八重子 奈良　勝彦 金子　敏子
加谷　誠 小池　忠男 青山　喜代志 岸田　誠一 赤井　英
西村　健雄 西村　ゆき江 畑中　光弘 酒井　美津子 関　博
樋口　素弘 田中　巽 田中　武士 山口　美知子 井上　英雄
渡邊　敏明 高田　功 石田　和正 畑　節美 重田　英男
中北　輝夫 増田　和司 谷口　悦子 田中　隆

＜奈良県＞
浅越　茂 中村　弘 丹生　眞智子 山本　美佐子 岡本　千加子
鈴木　正昭 仲本　優 福井　徹 大津　秀子 小谷　壽一
澄　樹 澤田　紀治 中谷　正義 福井　徹 福井　康男
椀田　京一 辰巳　宗司 岸本　透 土井　英夫 大島　清司
三山　末義 貝本　三恵 清水　義弘 遊亀　敏明 東　晃市
増井　宗廣 吉川　肇 大国　英子 冨重　洪一 絹川　三芳
生駒　稔 築地原　トヨコ 中田　薫 松谷　博 吉川　寿美
芝本　長治 木村　正彦 中山　和江 松田　祐子 中山　正文
嶋田　隆子 勝浦　律枝 渡壁　勝 野尻　耕 多田　勝彦
嶋岡　康二 巽　康治 椀田　美恵子

＜和歌山県＞
山本　一人 奥　芳弘 庄禮　正枝 西岡　和子 上山　より子
土井　昇 吉田　チエ子 椿　宏長 熊野　麗子 林　憲三郎
仲　好子 濱田　佳世子 木下　智佳子

＜鳥取県＞
磯部　久美子 福間　昭朗 石丸　美嗣 長谷川　利子 大﨑　秀則
谷口　重子 吉川　勝治 十鳥　和子 野浪　史朗 山根　則子
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＜鳥取県＞
河村　行康 清水　健 小椋　博子 仲村　敏 中倉　仁
山根　恭 岩田　圭一 安東　富江 酒井　松男 津村　昌宏
菖蒲　享 山根　則子 松浦　邦尊 中島　正彦 長尾　和彦
藤本　建雄 生田　万里江 北農　良雄 前田　日出夫 岸田　哲夫
永野　美奈子

＜島根県＞
安部　重光 渡辺　美智夫 片寄　雄治 大塚　清子 高辻　弘文
加藤　弘志 秦　春夫 城山　勝吉 桑垣　明子 新　美恵子
正國　哲之 内田　富夫 伊藤　務 山本　久美子 松永　利代子
菅田　信夫 仁宮　雄二 岡本　幸雄 能地　博司 足立　定男
狩野　愛子 能地　博司 今岡　正 高塚　康弘 深瀬　征夫
矢野　照夫 北村　俊吉 山田　久夫 玄行　修二 伊藤　正江
槇野　豊子 森口　静禧 伊藤　知 持田　みゆき 坪内　かほる
馬庭　保夫 吉木　弘子 落合　充男 原　伸夫 神田　力夫
永井　弘志 細川　弘子 松井　博 矢野　照夫 吉村　信一
門脇　博子 安木　孝志 和崎　歳満 島田　重満 飯塚　良則
大賀　千春 加本　勝 園山　正信 伊藤　清富 平野　吉郎
豊田　龍三 落合　直子 山根　通弘 門脇　要治 奥村　陽吉
越野　幸二 細田　明子 山本　誠 大草　二美代 松本　嘉人
白鹿　孝 布野　眞吉 久屋　利行 早川　洋 和田森　伸彦
竹原　勇 下田　秀敏 梅木　正人 大久保　五郎 山崎　巌
山﨑　申吉 永原　賀計 青木　繁 小澤　三次 永井　弘志
中隅　勲 吉井　亮介 古屋　宣夫 小草　宝一 布野　眞吉
川岡　孝二 山崎　巌 矢田　功 築﨑　純介 富田　勉
槇野　豊子 三町　加代 石川　リツ子 石川　賢治 山上　濱子
豊島　四朗 植村　清治郎 原　征一 須田　圭一 田原　進
高橋　通富 原　伸夫 吾郷　茂男 久屋　由紀子 大場　登
渡部　哲男 多田　多美恵

＜岡山県＞
竹下　義久 河原　廣志 柴田　隆志 高原　明男 内尾　強
永山　ハナエ 広谷　義明 三宅　住子 片岡　優子 中村　辰美
長尾　輝子 小川　泰政 上杉　信男 笹岡　啓子 児玉　茂俊
古新　邦敏 大島　將成 作本　寛 西川　猛 妹尾　典幸
日笠　光夫 冨弥　雄一 森下　清美 佐藤　早苗 山本　千鶴子
延原　吉樹 近藤　経子 橋本　孝子 柏山　絹子 三宅　健一郎
尾崎　勝子 永瀬　重雄 竹口　光政 佐藤　弘近 森下　敏彦
横田　美智子 若藤　憲一 市田　敦子 田辺　栄一 小林　靖恵
水間　史朗 藤田　登美 井上　弘保 山田　千代 丸山　篤雄
道光　邦彦 田代　久善 山本　太一 野間　三映子 福島　勇
尾崎　慧子 椿　晃 三木　利夫 山本　吉男 権代　邦夫
岡本　充子 大元　重明 白神　雅世 山田　昭文 吉富　國夫
田中　義一 河野　ヨシ子 中塚　政男 黒河　高広 渡邉　昭朗
岡　一枝 伊東　英樹 粕井　勇 福野　年春 久山　房子
松永　節男 中村　行夫 湯浅　昌弘 宮本　八重子 中新　進
川中　師 田渕　広 水田　忠義 中西　伊津子 串馬　千恵子
藤原　孝子 岸本　勲 林　勝徳 青木　悦子 兼田　知加子
山本　秋野 山田　千代 中村　貞子 湯治　強 岡本　智恵子
畠野　哲郎 木下　武夫 長谷井　洋子 長濱　康通 出射　照男
三宅　房明 植田　澄夫 畝山　元子 藤原　ふじ枝 西田　忠雄
久保　勝彦 水津　勉 鈴木　功 平井　博江 寺田　富美子
藤原　清 山本　邦明 砂田　泰子 友広　早苗 藤井　正明
有宗　史郎 岡　元昭 安田　光正 岩戸　サチ子 水田　興宣
川中　師 杉山　幸夫 鳴瀬　善賢 田中　義和

＜広島県＞
川崎　秋男 緒方　清美 新江　堤 松本　京子 沖本　幸枝
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＜広島県＞
薮　勝房 宅和　登志正 深田　幸子 吉澤　睦子 桧垣　文子
樋道　治英 遠藤　晏史 上原　悟 曽根　清馬 高橋　正明
川本　富雄 難波　徹夫 沢村　津与喜 橘高　寛 妹尾　トシ子
内藤　展男 迫岡　好子 井上　恵子 吉田　成苗 國原　征昭
土井　正司 笠岡　武 鈴木　マサヱ 高山　康夫 釘井　紘一
藤本　勝利 近藤　義光 松野　八重子 池田　圭治 田中　尚
小林　節子 宮腰　時彦 井岡　耕三 畑中　勝義 実藤　政子
竹内　光昭 田中　のりえ 松浦　亮一 福嶋　憲次 橋本　晴男
徳田　紀英 永久　博司 磯辺　澄子 木谷　茂章 東　龍文
橋本　フクヨ 中津　敬三 勢川　武夫 前川　栄子 藤原　マスヱ
元永　ナルヱ 隅田　真澄 平本　雅臣 小村　健二 寺敷　義昭
上野　等 北田　頼江 佐藤　 征 永山　正人 五反田　時春
糸谷　喜美枝 上野　進國 福本　孝雄 近藤　俊策 山中　愛子
山本　絹江 広内　欣三 花田　弘子 林　恵美子 小林　弘子
兼近　邦義 小川　博 宮崎　健二 釜野　正弘 吉浦　温子
長谷　マスミ 寺田　裕三 赤田　睦子 山崎　悦子 津島　チサ子
西村　一己 川畑　秀峰 谷口　登 東谷　孝司 西部　桂子
浜田　周治 浜岡　忠吉 海本　哲博 大森　一正 西内　一夫
入江　博 入江　博 平垣内　忠義 高橋　成忠 石上　裕延
吉岡　輝一 渡部　利子 石井　邦子 桂藤　ミヨコ 和田　剋吉
高橋　正明 立山　豊 村上　照久 小林　佳子 伊藤　弘子
空本　明美 森光　裕彦 近野　道子 橋本　善行 升谷　美奈子
川畑　秀峰 黒田　品子 吉田　孝司 兼近　邦義 井上　正己
平松　卓彌 岡本　弘志 正路　詩郎 濱本　れい子 熊野　春好

＜山口県＞
大塚　勝子 沖田　昭義 岩木　邦雄 阿武　宏 山尾　栄
濱田　正之 堀　英雄 国清　武夫 藤井　伸子 新原　房枝
佐藤　猪市 脇山　孝男 松本　昌夫 兼近　秀之 岡崎　和正
山時　道隆 松井　茂美 内田　信雄 立岩　誠 村上　セツ子
寺林　和則 山尾　栄 清木　秋子 田原　文子 石井　ミヤエ
倉田　正史 井上　朝夫 川本　一幸 秋山　洋 安田　庄松
高砂　洋 森崎　輝子 田村　徳治 田島　勝 徳永　美都子
林　一男 渡辺　昭夫 武田　一枝 吉次　巧 北永　克彦
松岡　康子 松田　博光 小田　利晃 田村　種夫 柴崎　勝
林　和子 梅本　実 阪口　正信 栗栖　美代子 町浦　美詔
重富　清 森田　隆男 森元　清子 貞弘　ミヤ子 岡村　由美子
外西　良秋 弘瀬　伸夫 西村　清子 脇本　清貞 貞弘　ミヤ子
田中　征一郎 阿野　寛治 江越　好春 遠藤　利憲 宮本　光康
古川　智文 徳永　幸夫 福田　信幸 河井　喜美子 村田　喜重郎
徳本　税 上村　浩 深井　日東生 綿谷　久美子 三浦　キヌエ
藤田　ウメ乃 末弘　信義 森田　章枝 吉井　信保 西原　義則
原田　逸男 梅津　隆子 松田　華子 藤川　勇 藤本　賢司
武居　均 内田　信雄 松村　一哉 廣脇　軍治 岡村　由美子
千代田　春子 内田　昇 瀬戸　豊 村田　美佐子 秋永　知清

＜香川県＞
森　恵子 柏原　航一 亀谷　由夫 岡内　正 大平　貢
平尾　輝雄 松中　和子 田原　勇子 三井　邦彦 山下　憲男
白井　幸子 小松　知子 川岡　良和 蜜石　重夫 八嶋　和徳

＜徳島県＞
上田　義光 渡辺　クミ子 坂東　弘 佐々木　知恵子 児島　貞子
岡　モトエ 杉本　正弘 山下　徳春 藤田　順一 岩丸　久子
片田　啓子 牛田　恵子 東　鎮男 植田　良子 臼木　加代子
加川　精一 上野　文夫 長尾　和華 中野　成美 吉田　千恵子
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＜愛媛県＞
掛水　博 萩野　紀雄 谷　弘熙 浜元　一太 大成　雅宏
渡邊　四郎 井石　増夫 尾崎　典子 兵頭　強 塩崎　強二
合田　弘 三好　博美 門屋　勝利 篠原　ヤイ子 中村　佐智子
藤原　聖士 山本　敏孝 酒井　英雄 岡部　恭三 稲田　博
菊地　教允 岡野　豊 白石　多恵子 川本　憲兒 三好　武
高橋　正彦 増元　伊久雄 河野　くに代 浜村　澄夫 石丸　美子
岡本　史朗 山本　澄夫 佐々木　髙雅 山村　澄子 岡田　仁志
田口　雅規 田丸　せゐ子 井石　伝一 仲島　勇雄 大西　勝洋
真田　靖枝 大平　貞志 島田　益行 山川　和男

＜高知県＞
牧野　豊 下村　實 伊藤　幸四郎 川上　博文 大野　良幸
森　槇穂 松岡　隆一 家次　俊和 松山　幸次郎 篠岡　貞範
植木　汀 和田　愛野 石田　角視 天野　福重 中野内　昌有

＜福岡県＞
川野　達二 樋口　良幸 大渕　光子 小金丸　敬恭 熊丸　徳男
熊本　清勝 田島　コアキ 本田　杖成 原岡　廸夫 古賀　学
野口　スミ子 野口　スミ子 今尾　直美 山谷　清 前田　増生
今村　マサ子 今村　幸男 瀧口　龍馬 中内　義弘 北島　フキ子
永田　英満 武内　初美 村田　篤美 加藤　静 下川　武
稗田　修三 清成　ひろ子 西田　和夫 山田　勝則 田中　秀行
吉武　絹子 平田　照光 藤　登英 鏡山　俊明 黒岩　巖
二ノ宮　弘 内田　俊基 田中　八重子 安部　妙子 篠原　和子
吉田　正 植田　豊 増田　芙美子 橋爪　レイ子 三浦　千代子
野口　直則 野口　直則 龍　邦彦 田中　いね子 中村　薫
牟田　正 中村　一巳 森　七郎 宮澤　篤 飯星　一則
石橋　安一 釘尾　實 酒見　福市 大橋　司 浅川　渡
鶴岡　勝弘 林田　幸子 宮崎　安治 高山　好美 肥後　照男
池尻　弘 板井　敏 白石　常光 二宮　幸子 髙山　末彦
山下　アサヱ 小江　良子 工藤　勇 中村　ミヨ子 板橋　サツキ
桑原　満子 志牟田　辰美 井上　正道 大庭　紀代子 丸野　元彦
龍頭　絹代 鐘ケ江　治代 下川　蓮男 原　武志 三木　勝
松村　弘子 田中　勝之 平田　昭治 吉田　康 鶴岡　勝弘
野口　アサミ 佐藤　朝子 吉川　敏勝 大畠　健児

＜佐賀県＞
野中　俊行 待鳥　康博 前田　弘一 坂井　敏昭 野副　栄次
近藤　美智子 日地谷　洋助 西牟田　辰義 中原　弘通 田島　武重
坂井　清介 東　笑子 中島　弘之 吉牟田　稔子 馬場　洋介
吉岡　保夫 山口　幸次郎 貞富　明 井上　勝馬 米倉　正信
寺田　恭夫 田口　浩 福山　正司 園田　ちえ子 原　政人
加茂　勝久 中村　弘 樋渡　博 西村　良子 中野　征子
小浦　松之助 井元　美代子 中村　米文 片岡　好信 藤森　政子
稲冨　友子 稲冨　友子 白石　正一 三浦　秀夫 芝原　俊昭
中島　妙子 日地谷　洋助 田中　フミ子 田代　征二郎 於保　利治
中尾　力人 藤山　勝済 山口　澄子 久野　輝幸 石崎　裕子
中島　信代 堀内　忠利 永尾　正利 島ノ江　久之 古賀　英子
原　勝 中原　節雄 高岡　高明 深川　博 多伊良　信夫
筒井　道利 田中　チエ子 福吉　佶 日地谷　洋助

＜長崎県＞
平山　慎一郎 町田　優 家永　敏美 岩下　淑子 中山　政恵
坂本　公正 通山　武 山下　徳雄 宮本　忠博 大野　曠
多々良　千栄子 福本　和男 宮嶋　泉 戸村　良弘 林　育久
鶴田　悟 簗瀬　徹男 荒木　国光 相川　モリエ 村岡　一郎
秋島　ツセ 根津　正久 岸川　渥子 橋本　茂 谷藤　チヅ子
大町　テル子 瀬川　洋子 田中　護 福田　正勝 早崎　義信
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＜長崎県＞
戸嶋　辰弘 鍛治口　忠善 木谷　徳栄 中山　カオル 堀　綾子

＜熊本県＞
今村　光雄 笹木　晋 森本　幸光 椎葉　庄一 早川　昇
川本　貢 中川　保 園田　直之 滝口　初子 杉本　平八郎
土山　公通 松永　直人 谷口　敬 堀　孝明 片岡　襄二
山崎　重貴 澤野　洋一 田上　サツ子 北野　潔 武沢　須美子
吉永　義久 川﨑　詔治 角園　政美 高田　茂樹 平岡　米子
吉田　完生 渡辺　潔臣 有江　健一 本田　登 高丸　貫次
橋本　ハス子 渡邊　良一 内田　俊一 松村　峰子 隈部　カシ子
上妻　ヨシミ 村上　哲夫 丸木　安弘 奴留湯　巧 室原　紀美子
中尾　國城 田上　眞澄 本田　美子 渋谷　四郎 杉本　フサエ
渡邉　二六 中原　光博 片山　知博 前田　初子 松﨑　輝美
西林　千鶴子 栗本　孝 水永　梢 土山　公通 奥村　精子
市原　美智子 蓑毛　清春 土肥　オトイ 兼田　清勝 横島　仁
俵　正美 西原　公儀 武田　義男 坂本　征也 堀田　尚徳
小山　秀子 山崎　司 水本　恵美子 山口　芳雄 平松　勝美
黒田　達也 東　一廣 和田　益江 酒井　守雄

＜大分県＞
谷川　博 河野　行宣 小野田　幹男 小野　啓子 髙木　正治
野口　早苗 森　清子 海原　八州男 田向　勝美 渡辺　勝利
岡本　忠一 河野　行宣 橋本　義祐 野々下　幸子 高原　信明
冨田　和俊 磯貝　和子 木許　兼秋 多田　昭二 松本　信子
坂本　信行 山下　清美 佐藤　民子 穴井　昌生 相良　誠一
足立　義広 三浦　博弥 川原　勝利 山上　康孝 門田　駒二郎
岩尾　吉太 中山　智章 木許　庸一 松岡　君子 田中　金代

＜宮崎県＞
平原　峰生 松田　寿一 飯干　恵夫 金丸　洋子 福元　輝文
上村　安夫 黒木　喜佐栄 児玉　洋一 川越　マス子 甲斐　弘美
高妻　久人 野元　初二 佐土瀬　義鋪 山脇　道枝 福田　嗣男
髙山　フクミ 河野　美好 上野　ツヤ子 春山　国義 福永　秀則
田子　三郎 太田　重春 永友　達弘 竹脇　重秋 小園　健一
窪田　明雄 牛込　邦男 井上　啓 平塚　迪子 中野　一子
黒木　ヨシ子 金丸　徹弥 池田　万栄 松田　寿一 野中　一定
山本　仙之助 野村　喜美 甲斐　畩夫

＜鹿児島県＞
藤久保　照雄 竹下　玲子 東田　悦子 有川　陽子 前野　次夫
穂山　清香 福沢　ツタ子 中村　義行 永田　国穂 石川　幸子
田中　慎司 湯地　貞子 牧　さえ子 徳重　登 幾留　幸二
久木元　博恵 夏迫　脩一 古別府　良男 長重　充輝 山之口　ウミ子
松迫　茂 吉川　照良 中囿　和夫 邦永　英人 植村　順子
内匠　ツエ子 横山　雅英 田原　勉 木下　敏夫 山下　太市
鳥越　諭 藤山　まり子 徳重　セツ 相良　米峰 前田　リツ
竹崎　マツエ 木下　ノブエ 住吉　務 大西　節 本倉　節子
朝倉　建昭 渡口　秋義 下古立　勉 大迫　サヨ子 今井　聡
川又　マサエ 前田　國行 領家　盛重 萩峯　光義 寺師　秋義
名越　忠博 長友　テミ子 八久保　ミサ 中宮　洋二 和田　末廣
濱田　健二郎 下宮　寛海 木下　勝己 川越　トシ子 福谷　弘也
中村　アキエ 渡邊　廣人 赤崎　優二 松元　亜紀子 東　敏秋
長瀬　正弘 隈元　勇 村久木　明 中原　昭伸 橋口　進
森園　幸雄 濱田　健二郎 福山　和子 水口　正雄 大平　三和子
山下　保子 馬場　紀夫 向井　政勝 藤井　ルミ子 大田　純
屋附　優 北村　貞志 池尾　ヒデ子 東倉　勝巳 山下　カツエ
若林　輝雄 春山　国忠 宮城　スミ子 久徳　優 植村　順子
小野　四郎 桑水　カズエ 中原　良子 白鳥　五郎 提口　ケサ子
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＜鹿児島県＞
田代　エイ 川元　孝一 山下　影男 徳田　一 山之内　修
荷福　綾子 廣田　徹 東　忠三 内田　利見 大石　ヨリ子
吉岡　孝雄 堀添　ムツ 迫田　栄一 大岩　和哉 持留　俊也
吉永　久夫 矢野　一彌 通山　得三 郷原　傳 榎屋　清孝
横山　優子 谷山　行洋 山之上　守 中野　寛盛 中水　十
福山　義人 前田　民子 吉村　隆 齋藤　敏夫 前田　シズ子
東　節子 石神　隆子 藤久保　照雄 大迫　サヨ子 新町　孝司
鬼塚　直幸 原添　七郎 吐合　日出子 柿迫　重幸 崎濱　恵子
田代　サダエ 入木田　信一 髙須　道子 萩原　元 大西　鈴子
前田　リツ 松崎　成子 鶴薗　茂 厚ヶ瀬　勝幸 妹尾　哲郎
片平　邦彦 宮　明子 田中　五郎 小川　皓三 横山　優子
上床　紀子 坂口　節子 古野　勝之 永吉　駿 河内野　砂雄
東　耕一 岩下　久治 大工　辰郎 田端　嵩由 尾曲　隆志
寺園　一海 羽生　津南男 野村　繁 宇都　イツ子 田辺　博
枦山　信哉 上敷領　清秀 徳留　幸雄 末次　トキヨ 安部　孝伸
竹之下　達郎 鉾谷　登知子 日高　三郎 庄屋　ミチ子 田中　敬之
藤本　和子 前原　勉 加治　重美 吉田　和子 長瀬　正弘
田中　シヅ 東條　壽造 新保　秋則 後迫　ミス子 山　剛昇
吉永　淳子 廣森　操 山下　ミドリ 穂山　徹 重久　不二男
川上　淳六 永田　ムツ子 紺屋　睦代 白川　正晴 山崎　アキ子
川上　和子 東田　實 平山　昻一 樹　三枝子 西田　恭子
浜田　タヨ 木原　光郎 竪山　金生 永野　秀二 森田　功
検崎　光文 松清　和子 中井　末吉 室之園　ミヨ 竹内　充啓
中原　文子 郷田　良孝 東村　チエ子 東　正昭 若林　宣雄
上迫田　守 徳永　正蔵 松元　重夫 家村　勇 桑原　勉
川村　利明 有川　征男

＜沖縄県＞
国吉　眞喜 濱川　喜美男 知花　孝雄 後盛　勝英


