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＜北海道＞
多田　慶一 藤井　陽子

＜青森県＞
小田　和子 中村　元威 月舘　光行 中新田　正代 石郷　勝弘
坂本　宗雄 遠藤　悦子 南河　信治 丹代　秋雄 若山　一雄

＜岩手県＞
福田　功 千葉　高人 佐藤　正志 菅原　英樹 平賀　紀光
小野寺　忠一 小原　直幸 佐藤　豊子 多田　光男 黒澤　利津子
柴田　正幸 髙橋　セツ子 田山　正志 渡辺　新喜 青沼　満
佐藤　光成 橋本　直美 山影　カヅ 吉田　諄 佐藤　美津子
八重樫　仲子 池田　豊 高橋　功 照井　勝利 佐々木　律子
菊地　昭彦 髙橋　敏知 軽石　勝文 懸田　妙子 千葉　章
中川　久美子 髙橋　薫 佐藤　寛一 小原　勝弘

＜宮城県＞
吉野　捷志 及川　しげ子 菅原　ヒデ子 橋浦　政子 大竹　誠
須貝　光夫 金田　昭司 竹越　昭文 佐藤　トヨ子 大山　堯
吉川　一夫 笹木　重昭

＜秋田県＞
斉藤　要 永井　景一 大山　年子 佐々木　幸子 佐藤　哲郎
伊藤　晴康 畠山　賢三 長崎　文蔵 高橋　善孝 平塚　二郎
岩崎　文雄 加藤　俊和 藤原　英男 和田　正子 石坂　満芳
高坂　昭雄 石田　忠弘 平泉　貴奴

＜山形県＞
三浦　正行 日向　敏子 本間　花子 冨樫　アキ子 奥山　秀子
佐藤　健次郎 菅　義彦 海野　保雄 坂野　正昭 大津　昌敏
佐竹　照雄 佐藤　照子

＜福島県＞
渡辺　武 志賀　英信 藤原　栄二 若松　カツ子 佐藤　宇太郎
若松　カツ子 髙野　金三 会田　光恵 緑川　登志男 増田　キミ
守岡　良信

＜茨城県＞
八尋　好子 守野　正彦 野口　文男 張替　良江 鈴木　陽一
平塚　清江 菅谷　百合子 茅根　正光 大久保　秋雄 勝山　資農夫
手賀　幸平 青木　長一 中川　恵美 田口　譲 篠田　敏子
戸谷　満 半澤　正義 萩谷　逸雄 岡部　八郎 横島　福子
野口　文男 小林　一治 平井　和明 小沼　鎮男 福田　茂
長谷川　正治 木野内　登 磯山　勉 保科　信

＜栃木県＞
磯﨑　三郎 猿山　ヨシ子 若林　史郎 佐藤　栄 菅井　敏次
磯飛　泰治 長谷川　アキ 岡本　和夫 渡辺　キヨ子 柳谷　充久
原田　禮子 吉澤　満子 室井　一夫 小林　茂 古河原　弘
和久井　寛 梅山　ヒサ子 小野　タカ子 丸田　省二 松川　勝男
佐藤　守 福田　孝子 小此木　光子 鈴木　佑一 髙原　浩
中山　郁三 金田　トク 磯　義雄 中島　キクノ 大森　一男
石田　清 葛生　渉 田中　久夫 塩田　弘治 小峰　みさ
毛塚　久子 宮崎　利雄 國井　千恵子 小暮　周平 福原　政夫
熊倉　富江 浜中　建久 長島　美代 池田　征子 石井　道郎
古河原　照 久保田　勝三 鈴木　章一 富田　岩男 神田　和子
椋田　了 齋藤　武男
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＜群馬県＞
赤羽根　秀子 髙橋　直幸 角田　桂二郎 原田　荘市 加藤　けい子
浜岡　保子 斉藤　文子 砂長　洋治 須永　太重 竹内　力
本庄　都子 丸山　正幸 中島　忠男 金谷　吉郎 中島　正子
村上　国雄 笹　以宏 松島　明 茂木　昌 福田　定男
松島　明

＜埼玉県＞
石川　せん 市来　民三 関口　利忠 片桐　健司 山上　幸輔
渡邊　健二 大澤　輝正 斉藤　秀子 松本　良平 小林　政子
中山　薫 沢口　良夫 村松　金三 吉田　智江 小原　孝
尾松　秋美 若林　忠雄 手川　武 岩崎　賢次 諸田　猛
藤巻　精次 小林　かつ代 横田　正子 坂巻　常好 本居　政明
大宮　秀雄 真塩　健二 長谷川　邦子 柏崎　征夫 野本　シゲ子
関口　雅博 橋本　貞男 関谷　信子 田口　富子 舎利弗　一衛
桜井　静枝 小林　昌平

＜千葉県＞
吉田　武彦 岡田　崇 波多野　幸子 嶋田　昇 高梨　佳子
佐藤　彰紘 佐々木　法子 森川　定夫 大野　禎司 樋口　武夫
山田　勉庸

＜東京都＞
富本　悦子 山方　静子 細淵　忠夫 鈴木　澄夫

＜神奈川県＞
高橋　一征 倉田　紀夫 野本　治範 森町　スミヱ

＜山梨県＞
小林　康夫 望月　守男 豊岡　久子 三枝　和彦 小林　博
小池　義行 清水　加代子 横澤　良子 杉本　孝夫 芦沢　一雄
加賀美　庄三 宮地　宏満 志村　誠二 板山　和子 長田　忠彦

＜新潟県＞
石村　セツ子 武藤　清治 永島　敏行 安井　仁 丸山　昱峯
大坂　康彦 志太　重治 加藤　静子

＜長野県＞
尾﨑　俊之 山岸　トヨ子 宮崎　節子

＜富山県＞
橘　ため子 馬場　敏彦 大谷　富子 立浪　茂 柴田　一義

＜石川県＞
脇田　光枝 和角　尚悟 小倉　俊博 田中　隆行 塩本　則男
浅野　冨士雄 前川　俊輔 岩本　千代子 中村　利忠 三国　文子
中林　進 三ツ野　勲 山本　和就 石坂　節子 中島　徳子
道端　茂雄 中林　勝彦 中村　捷二 表　和枝

＜福井県＞
石本　勝 笠松　廣

＜静岡県＞
長谷川　辰雄 森　秀男 仲田　寿春 藤木　信喜 落合　甲子男
勝又　勝昭 増田　勇 山本　光子 那須田　重子 鈴木　道子
木村　忠雄 田辺　みつ子 大石　昭幸 齋藤　波子 杉本　冨佐雄
洞口　敏子 森田　貢 榛葉　政治 小嶋　實 河島　良江
渥美　敬司 須藤　庄十 増田　コサエ 橋本　京子 池谷　猛
寺田　信義 板野　貞雄 岡田　実 刑部　しづ子 岩本　さちゑ
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＜静岡県＞
阿久根　好弘 松下　つたえ 野中　勝 大平　征男 諸星　芳男
望月　近芳

＜愛知県＞
保田　芳子 内田　由紀夫 河田　敏男 村尾　秋子 神谷　俊夫
武藤　勇夫 及部　一夫 吉川　照男 兼松　藤隆 森田　きぬゑ
植田　美恵子 水野　勇 酒井　茂 大澤　勝 中原　幸雄
新堀　祐助 岩間　正子 鈴木　芳根 笹田　邦夫 清水　好和
高橋　光 宮地　文雄 鈴木　護 古川　隆夫 浜島　八郎
太田　勝義 降幡　善水 筒井　敏彦 本田　肇 永田　大刀夫
桜井　博子 小川　敦子 黒邊　岩夫

＜三重県＞
後藤　邦子 古市　鈴子 阪本　義信 秦　勝弘 岡鼻　カツヱ
笹　弘子 大角　明朗 鳥部　幸高

＜岐阜県＞
日下部　あつ子 熊澤　茂夫 大森　辰郎 斉藤　之男 佐光　由美子
足立　義弘 武藤　満知子 成瀬　幸子 林　雅子 高橋　保朗
岡田　守 可児　恒男 山田　豊子

＜滋賀県＞
高橋　明信 居原田　岩雄 井狩　利男 北山　忠一 赤沢　初枝
北川　博 草野　貞夫 中野　勇蔵 池田　昭二郎 吉岡　マス江
奥村　健三 伊藤　昭則 小倉　登代子 川島　一男 生駒　護
杉山　政夫 辻田　修治 鶴岡　等 中辻　外史 北村　隆
石井　啓介 冨田　芳治 北川　敬恭 武藤　定雄 野間　博明
松宮　昌司 小川　信行 秦　高徳 今出川　行田

＜京都府＞
松梨　信一 山本　嘉宣 明平　定行 荻野　平行 菅　崇兆
四方　敏夫 片岡　久子 坂手　秀子 高橋　春夫 内村　藤男
山田　忠雄 梅原　直夫 井上　明 尾上　美須寿 小西　欽次
福井　弘 樋口　攻 白数　邦子 堀　健 楠田　順孝
岩佐　利夫 足立　俊司 中　紀代子 八田　年郎 竹本　益美
山田　義明 中川　正男 谷口　小夜子 黒木　勝 清水　勉
板谷　輝夫 大矢　勝巳 久保　初江 谷本　昌敏

＜大阪府＞
植野　幸子 岡田　正明 新田　義治 石井　陽子 塩見　伊久代
夜久　トミ 岩城　孝作 千古　忠義 松中　広之 川崎　歌子
松田　善明 安達　政廣

＜兵庫県＞
北口　則雄 三木　由紀子 渋谷　喜正 足立　津代美 古川　純夫
藤原　茂雄 大石　弘光 山下　昭枝 新居　賢一 谷口　嘉孝
桑島　勇 赤穂　信治 鎌田　昇一 石原　進 太田垣　正治
坂田　光夫 岡　昌代 岸本　淳二 近藤　伸廣 近野　律雄
谷口　安信 井上　柳梧 小澤　正和 石谷　安功 森本　美和子
的場　清光 的場　清光 井上　幸一 山中　尚 永井　幸生
奥野　智信 赤町　英子 生信　忠俊 吉見　洋 今井　音治
田中　近衛 五角　勝美 伊達　忠功 大場　喜代子 関　幸子
岩中　きみ子 小田　喜美子 下垣　綾子 髙瀬　健三 佐田　實夫

田　昇 大伴　美代子 足立　久 平岡　廣美 坪内　日出子
松井　肇 露口　ミヨ子 荻野　一夫 山本　定 萱原　直美
高原　一幸 増田　紳彦
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＜奈良県＞
上杉　一夫 栗原　つや子 小林　昇 本多　紀代子 辻　清次
森川　晶子 川本　三起子 畑中　和夫 川本　三起子 甲斐　三男
島　寿美子 園元　芳子 浦上　満 米山　重男 野尻　勲文
東浦　辰次 北村　修 増田　敬子 島　寿美子 藤本　泰次
小泉　賀只 橋詰　宰雄

＜和歌山県＞
芳井　勉 玉置　照子 谷井　ミユキ 父川　あや子 上田　廣昭
矢野　雅久 仲田　忠芳 浜村　正信 津多　正弘 辻井　昭男
南　國三 浅井　節子 久保田　幸男 竹田　正俊

＜鳥取県＞
松下　正夫 遠藤　恵子 田村　武志 十鳥　和子 駒川　洋
河原　俊英 浅見　勉 長田　勝彦 尾﨑　綾子 椿　幸子
中倉　仁 矢芝　文男 谷本　晃 舩原　久美子 大歳　逸子
武澤　文雄 長谷尾　京子 佐藤　悟 亀尾　一郎 佐伯　幸一

＜島根県＞
西村　昌 小山　和子 佐々木　均 山岡　博美 高橋　充男
服部　悦郎 下森　治 石川　賢治 室田　登 内田　延吉
松浦　修身 山﨑　孝夫 林　稔子 吾郷　定巳 渡部　寿美子
三浦　美登 野津　喜久雄 勝田　淳 保科　和三 植村　清治郎
水野　静二 加田　勇 田中　達也 宮本　安子 梶谷　吉市
藤原　逸夫 別所　茂 永井　昭光 飯塚　毅 岡崎　陽子
打田　仁子 柳浦　晶彦 岡田　茂雄 白鹿　孝 糸賀　恭一
角正　由美子 高木　義郎 勝部　昇 森山　好信 石川　朋之
竹田　宏一 山田　武雄 川上　泰雄 長岡　幹雄 田庭　和枝
永瀬　泰彦 渡邊　美香子 田原　末則 坂本　大藏 林　宏
二宮　啓 鹿森　敦子 大崎　シゲ子

＜岡山県＞
大和　光代 大岩　賢志 三谷　忠彦 宮本　治男 山本　明美
山根　フミエ 古賀　美喜男 粕井　勇 野崎　久子 畑中　勝
市田　敦子 片山　英敏 大岩　哲子 畑中　勝 岸本　伸一
小林　敏郎 中畑　清志 髙杉　弘子 天野　昭正 三宅　保
谷本　忠夫 宮　一磨 藤井　要子 野原　浩 藤森　穣
若藤　憲一 中村　進 原田　孝 松本　美喜 正宗　賢治
水間　史朗 岡久　キヌエ 家村　朝代 菅野　栄次郎 石原　政一
永禮　ヨシ子 安東　健一 廣幡　曻 山下　幸男 南　二郎
櫻木　雅子 森　倫子 西田　美穂 若松　正雄 大谷　美代子
菅　忠則 福原　泰治 東平　信子 田中　義一 小林　順一
細川　昌男 森下　房子 薮井　広文 西野　幸雄 阿部　峰男
江木　正人 小林　順一 大和　幸枝 吉沢　知子 早田　武世
小林　敦 伏見　勇 高田　光波

＜広島県＞
丸岡　秀明 谷重　規子 道城　俊治 平道　千代子 橋野　冨士子
中田　敏幸 松浦　一郎 石田　直正 藪本　利昭 東　秀子
銭谷　冨佐夫 中津　美保子 井伊　弘昌 吉岡　一眞 渡谷　巴
瀬戸　邦満 田丸　絢子 小田　義則 水田　数萬 前中　美早枝
橋野　節男 赤田　睦子 新満　日出男 吉元　光幸 宮本　侃侍
岡村　郁子 高原　富夫 牛原　義和 工藤　邦光 熊田　隆恵
島川　正二 松田　功 古賀　哲郎 松川　靖恵 紅床　利春
栗原　幸雄 福島　勝美 中津　和徳 当天　龍巳 大成　治
佐々木　芳彦 石橋　美代子 古本　真治 椋　順造 中村　清
助寅　政弘 稲田　峯雄 高本　信生 溝下　忠義 下川　卓二
内海　秋光 御堂河内　哲男 西村　一己 大成　祐子 隅田　福男
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＜広島県＞
吉山　幸男 岡本　允男 谷口　一三

＜山口県＞
善村　昭 時安　功一 石原　博司 藤井　洋子 立岩　誠
兼清　悟 藤井　辰夫 粟座　力夫 赤石　照夫 橋本　繁美
金清　紀美枝 貴船　澄人 柏村　和子 林　芳江 岸田　佳子
大田　和男 阿部　守 小松　邦江 吉武　菅人 寺田　晃
渡辺　政治 国本　喜代子 吉村　元宏 佐藤　ミサコ 片山　宏
元田　三恵子 福元　恵子 弘中　明 平中　馨 満畑　達男
平戸　和雄 松尾　芳徳 野村　益子 渡辺　行雄 江嶋　信男
立岩　誠 工藤　雄二 永田　賢一 惣田　美津子 藤村　淳子
藤井　良雄 宮崎　冨男 中重　寛 小玉　繁美 前田　一幸

＜香川県＞
高嶋　静子 樫原　保 本所　達久 新川　久男 山下　正子
大城　新六 増本　敬三 桑島　正幸

＜徳島県＞
林﨑　良彦 澤田　喬弘 堀内　増美 勝浦　千佐子 鈴木　茂

＜愛媛県＞
尾藤　敬子 三浦　ナツ子 越智　淳一 市川　公博 山口　英子
矢野　幸治 神野　素行 竹本　アケミ 真鍋　美和子 越智　進
渡部　昌弘 平井　行雄 大久保　武志 田宮　英雄 藤田　豊美
藤井　利昭 伊藤　尚明 玉井　幸子 谷脇　新男 堀田　登代美
森実　忠義

＜高知県＞
光國　継男 森近　陽一 安藤　孝 安藤　孝 貞岡　喜彦
中ノ内　誠子 中山　次男 山﨑　可停 長谷川　正博 吉門　芳子
山崎　隆三 細川　慶惠 山本　小千代 岡林　強 国元　和子
池田　えみ子 野村　暎子

＜福岡県＞
横田　昭子 高尾　虎夫 田中　勝義 岡崎　豊 鴫山　厚子
柴尾　幸枝 宮崎　寿 松本　梢 高橋　シノエ 梅崎　英武
下川　俊夫 田中　いね子 古賀　美裕里 本田　光 川野　達二
坂田　史子 椛島　英興 松本　孫三 小池　和 村田　篤美
福井　誠一 木幡　勝 白水　昇 鐘ヶ江　紹二郎 横山　ツユ子
古賀　勲 村田　篤美 佐藤　哲也 矢ケ部　静子 助廣　秋光
新　恵博 手島　愼二 西崎　京子 岩澤　茂子 白石　常光
打越　美智子 森藤　久 片桐　幹夫 安西　孝司 高田　スワ子
倉員　弘光 溝口　喜八郎 中尾　リウコ

＜佐賀県＞
柿原　雄一郎 藤森　靖行 樋渡　洋子 北村　務 伊東　義博
秋山　和子 牟田　和代 植松　春江 田中　静代 江口　武人
島　芳行 平　不二雄 中嶋　俊幸 中村　マスエ 合志　安生
高月　忠雄 川原　高文 田中　弘生 田中　寛 岡本　勝男
古川　正義 井手　末雄 筒井　信秀 犬尾　福次 蒲原　幸一郎
前田　俊明 峰　敏和 江口　正行 吉村　増則 高口　春男
田中　寛 古川　正俊 西　昭光 山口　善司 佐々木　征男
御厨　英正 椛島　初喜 宮﨑　和則 大庭　悦子 峰　敏和
中島　昌二郎 池田　三四児 宮﨑　数江 武田　孝 古賀　英子
高井　美好 宮﨑　和則 野副　春美 藤森　靖行 本村　雅
田中　肇 加茂　勝久 藤崎　妙子 蒲原　清彦 太田　繁嗣
相良　いつ子 北村　務
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＜長崎県＞
平江　賢 小村　善隆 森　三太郎 岩永　裕 松浦　ミヱ子
有川　義博 下原　不二夫 田﨑　光代 楠本　覚 平尾　洋子
大町　一正 岩本　肇 四辻　弥三 貞方　和夫 佐々野　一徳
前田　秀利 小渕　照子 朝鍋　守 川上　厳彦 糸瀬　千代
入江　金千代 井　敏一 久原　正喜 平野　洋三 野茂　マツ枝
大久保　喜蘇英 立石　豊 大町　光秀 門畑　豊昭 広川　久美
井手　シヅ子 野中　照雄 宮原　忠志 桑崎　久雄 横田　千代年
山川　哲教 松田　富三郎

＜熊本県＞
井口　英則 礒谷　ミサ 井島　昭十四 渡辺　清行 原木　裕司
園田　光博 藤原　英輔 池田　征 上村　美代子 白石　義光
有働　則之 稲実　チズ代 山本　テル子 村上　眞也 早川　和子
岩本　ムツエ 江藤　茂子 中川　竹久 岩本　巖 岩下　イツ子
平野　春子 瀬高　正美 山田　ヨシ子 村田　陸 平山　震二
米岡　正子 大野　詔治 宮本　昭男 岩越　浩一 角山　喜代信
眞崎　流星

＜大分県＞
江藤　絢子 酒井　修一 柳井　紀 佐藤　多喜子 広嵜　正彦
土師　孝徳 清家　博子 大戸　利夫 穴井　幸男 松岡　梅和
野上　滝男 狩生　富久 岩尾　淨見 田辺　勉 小深田　賢造
幸　弘子 市川　三生 門田　駒二郎 高野　武子 五所　勉
生地　哲 小笹　忠義 小笠原　敦見 川野　敏英 小野　益利
安達　弘士

＜宮崎県＞
鈴木　和子 中西　亮子 岡田　茂美 末元　正彦 倉元　利子
上熊須　和子 小川　律子 上村　榮一 中野　一子 図師　千鶴子
坂本　光顕 桑俣　スエミ 前田　雅子 黒木　昌幸 大久保　諭
殿所　頴明 藤井　正安 桑野　矩己 浜野　和子 河野　けさ代
越口　皐月 河野　けさ代 古川　哲男

＜鹿児島県＞
山内　政枝 松下　忠弘 神囿　恵美子 浜田　昭雄 柿野　久子
川前　レイ子 寺園　加代子 小薗　久男 志村　美津江 西　健一
押領司　純雄 川畑　スミ子 中原　一明 赤井田　蔚 山下　友治
古野　弘美 玉利　正明 山元　日出子 吉鶴　伸 安楽　進
南原　弘子 木下　マキ子 永田　春代 清水　秀子 柳原　ヨシ子
日髙　耕助 阿多　博直 前之原　鉄義 西　二郎 益山　茂
長野　正光 藤井　義邦 木迫　千津子 稲毛　実行 永田　孝
日高　幸一 川畑　勝昭 矢野　一彌 宮内　邦弘 森園　三男
染谷　紘一 荒武　章 徳永　良一 下野　文夫 福元　サチ子
長重　美代子 加治木　賢志 榎屋　博文 中島　久男 加塩　孝一
緒方　とよ子 重吉　泰子 重信　美矢子 清川　廣行 中原　宏紀
郷之丸　一夫 鉾之原　勉 江口　テル子 鳥越　百合子 南牟禮　忠
矢野　一彌 加治木　隆一 諸木　隆 白鳥　明信 中倉　毅
安田　正嗣 永吉　政春 奥村　ムツ子 後藤　清美 竹井　フサ子
下宮　寛海 岩下　久治 新垣　憲一 久保　ミサ子 松迫　茂
佐々木　スキコ 大川　重吉 末吉　信孝 安井　光紀 萩峯　光義

＜沖縄県＞
下里　隆 下里　隆 下地　英喜


