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日本協会受付分)(2019年04月01日～2020年01月31日

＜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

＜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

＜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

＜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

＜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
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＜奈良県＞
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

＜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


