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＜滋賀県＞
吉田　守 古田　安昭 伊藤　美代子 太田　和男 太田　佐千子
三浦　廣子 松本　錬吉 杉本　敏隆 中野　洋子 松井　誠一郎
吉澤　光子 山本　仁史 池田　与四郎 福永　紀市 伏木　善司郎
河野　勢津子 布施　進 北村　義正 下山　昭 脇阪　信雄
菖蒲池　義勝 岡本　慶喜 宮川　尚治 福島　義弘 辻田　修治
上田　功夫 中西　正法 谷口　邦博 生駒　護 井上　進
北垣　修 上田　治樹 足立　勲 伏木　善司郎 高田　盛行
越山　末男 藤田　晴司 伊藤　一男 水野　征男

＜京都府＞
森本　智明 藤岡　収二 荻野　利一 五十嵐　健治 福井　宏美
藤田　雅之 山田　栄 麻田　洋子 淵田　紀代子 山本　卓也
小倉　千代子 荻野　幸彦 田井　二郎 矢木　三男 古岡　勝己
杉山　一津代 池田　暁代 上嶋　勝己 大西　良美 新井　夏一
池田　万里子 松下　洋 奥野　伊佐雄 夏秋　正夫 温井　健司
蓮池　宣昭 前田　ミサ子 田中　きしゑ 松尾　静枝 山中　輝之
守山　慎一郎 小笹　喜代子 高杉　利夫 山岡　佳正 谷口　壽志
岡本　輝三 田村　照代 太田　英雄 小谷　一郎 小森　正枝
永瀬　富夫 須田　芳明 大西　進 北村　敏 山内　由雄
温井　健司 中井　節 山本　紘史 中西　昭子 古島　政太朗
柳　利江 高部　晴子 岡村　英明 浅野　忠 太田　裕子
滝波　八重子 松下　輝夫 岩間　清 碓井　時子 笹谷　誉
牧野　文勇 四方　勝己 塩見　義輝 今川　悟 片倉　賢吾
大坪　裕昭 村田　輝美 松田　敏夫 菊武　正行 吉澤　輝雄
竹中　喜代志 永田　男二 藤田　富男 俣野　春子 松見　章子

＜大阪府＞
石塚　一男 下川　健二 宇野　利夫 広瀬　美代子 堀口　博美
伴場　省三 吉村　好弘 平山　俊江 田辺　寿恒 浦口　信義
岡村　義徳 松枝　満男 松本　栄 渡部　直美 岸本　博亨
入江　京子 清水　洋三郎 西尾　邦義 岡林　徳好 熊本　照子
平本　信夫 横田　照正 桂　弘子 谷　正光 坂本　権太郎
福岡　四郎 大西　正明 田中　弘治 藤本　清美 品川　勝馬
山本　保 中道　チエ子 宮宇地　進 平塚　敏博 宇崎　サカエ
岡本　政孝 伊藤　勝美 荒瀬　頼男 増森　雄次 神田　秀満
中安　晴美 川西　桂子 八ッ繁　邦宏 仙田　美子 山口　泰弘
貞友　貴久子 谷口　忠治 内田　健策 仲井　文代 藤本　康治
森松　建明 東　ヒサ子 山口　修一 冨河　義治 宅間　徳一
平田　満宏 里村　吉雄 今井　教子 加我　津矢子 財部　君子
本田　鶴高 高木　千尋 黒川　久子 鈴木　カヨ子

＜兵庫県＞
阿部　正次 平本　孝 吉竹　一郎 近藤　伸廣 梅澤　幹雄
浜田　義弘 依藤　和枝 篠倉　勝明 松岡　清 梅本　文男
石田　和正 大迎　敏 真野　修身 國谷　義明 田中　多紀子
足立　尚志 藤井　一重 田中　文枝 西村　忠一 中村　勝之
大村　勝子 前田　茂子 矢口　溥子 養父　健 永友　康廣
尾花　照美 樋口　征支 長瀬　正人 井上　ゆう 宇野　守
和田　健二 谷口　義澄 山下　正治 井関　昭彦 田中　小夜子
西口　静子 渡辺　俊行 斉藤　敏夫 吉岡　成勲 梅津　左右次
栗山　信男 赤井　忍 黒田　忠雄 嘉澤　啓七 西村　孝志
柳谷　清 吉岡　恵美子 小林　俊春 林　富子 田中　小夜子
喜田　忠久 岡田　義行 宮垣　雅一 竹谷　英子 加悦　功二
福井　敏一 大賀　毅 栗原　礼子 山下　芳一 安藤　恒夫
和藤　秀雄 石田　範子 藤堂　滋 溝端　美和子 猪植　正章
原田　成子 小池　忠男 山内　博子 西垣　久男 盛重　雅子
遠野　桂子 菊井　正人
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＜奈良県＞
宮本　宏 浦上　満 梅本　憲幸 石井　孟 嶋田　勇次
吉井　善昭 砂川　祐夫 山田　健二 石間　冨美子 吉田　一夫
南川　守 吉井　正幸 髙原　明 澤田　勇 辰巳　幸夫
北野　幸雄 西田　信胤 芝本　長治 貝本　三恵 田中　國昭
中西　一夫 岬　美貞 東田　勝 小川　君代 友定　千恵子
山本　克治 馬場　清 荻野　忠夫 上田　キヌエ 庄司　幸弘
岡田　俊彦 田仲　清廣 今西　八寿代 松川　惠宥 植田　且介
東　晃市 山本　忠 竹村　良子 松田　京太郎 阪下　三作夫
井ノ本　幸子 小坂　経子 北　嘉明 木村　正彦 伊藤　匡
辻田　琢夫 出原　敦子 橋詰　宰雄 福島　史郎 澤田　紀治
上村　幸子

＜和歌山県＞
松本　律枝 塩路　守 小池　美代子 石関　淳司 野上　貞造
大畑　節子 岩野　正敏 佐藤　千代子 仁木　稔 平見　久代
阪本　龍市 金岡　靖子


