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○北海道支部（12名）

井関　　健 木原　章雄 桜井　光一 佐藤　久美 佐藤　正幸 佐藤　美洋

鈴木　一郎 田崎　嘉一 原島　秀吉 平野　　剛 吉村　昭毅 和田　浩二

○東北支部（22名）

岩渕　好治 内田　龍児 大江　知行 大橋　綾子 小澤　正吾 河野　富一

菊地　晴久 久下　周佐 斎藤　芳郎 佐々木健郎 土井　隆行 徳山　英利

富岡　佳久 西谷　直之 原　　明義 細野　雅祐 益見　厚子 松沢　　厚

松本　　司 溝口　広一 山本　文彦 吉川　真一

○関東支部（165名）

青木　　伸 青山　隆夫 秋澤　宏行 秋田　英万 穐山　　浩 芦澤　一英

東屋　　功 安達　禎之 阿部　郁朗 新井　万理子 荒木　拓也 荒田洋一郎

安西　和紀 池谷　裕二 石川　　稔 石橋　正己 礒濱洋一郎 板部　洋之

一條　秀憲 市原　　学 伊豆津健一 伊藤　清美 伊藤　素行 井上　　肇

今井　浩孝 今村　　亨 植沢　芳広 後河内秀樹 内海　文彰 宇都宮　郁

宇都口直樹 大江　知之 大澤　匡範 大森　　毅 大和田智彦 岡崎　真理

小笠原裕樹 岡本　　巌 荻原　政彦 小椋　康光 小野　景義 小野　　誠

折井　孝男 影近　弘之 笠原　　忠 柏木　敬子 加藤　　大 金澤　秀子

上小澤　縁 亀井美和子 川原　正博 諫田　泰成 岸野　　亨 北原　嘉泰

橘高　敦史 木村　利美 楠原　洋之 慶野　勝幸 小池　一男 濃沼　政美

合田　幸広 小佐野博史 小菅　康弘 小林　　 力 小林　恒雄 小林　恒文

小山　清隆 齊藤　和季 齋藤　直樹 齋藤　　望 斎藤　嘉朗 坂井　　望

榊原　　巌 坂口　眞弓 酒巻　利行 佐藤　康夫 篠塚　達雄 柴田　淑子

清水　秀行 榛葉　繁紀 杉田　和幸 杉原多公通 鈴木　豊史 鈴木　　亮

砂塚　敏明 関水　和久 高木　教夫 高桑　　奬 高田　勝利 高田　龍平

高波　利克 高野伊知郎 高橋　秀依 田口　恭治 田口　真穂 竹田-志鷹真由子

楯　　直子 田辺　光男 田野中浩一 田原　正一 玉村　啓和 長　　展生

佃　　拓夫 出口　芳春 出水　庸介 戸井田敏彦 兎川　忠靖 登美　斉俊

長澤　和夫 中西　郁夫 長浜　正巳 中道　範隆 長光　　亨 中南　秀将

中村　明弘 中村辰之介 中村　智徳 南雲　紳史 西澤　健司 西村　拓也

根岸　健一 根本　哲宏 野口　耕司 野部　浩司 畑中　朋美 籏野　　博

花田　和彦 花輪　剛久 埴岡　伸光 濱田　哲暢 林　　秀樹 林　　良雄

原　俊太郎 原口　一広 東　　達也 廣谷　　功　 深澤　征義 藤川　雄太

細川　正清 本間　真人 牧野　一石 増野　匡彦　 増田　雅行 松本　　健

松本謙一郎 松本　宜明 三浦　　徹 水内　　博　 宮内　正二 宮代　博継

室井　正志 八木　秀樹 山浦　克典 山折　大　 山川　富雄 山口　淳一

山崎　浩史 山田　安彦 山本　恵子 山本康次郎　 山本　千夏 吉田　　泰

米持　悦生 若林　　進 渡部　一宏



○東海支部（44名）

浅井　知浩 五十里　彰 石川　智久 伊藤　邦彦 伊藤佐生智 伊藤　由紀

宇野　文二 大津　史子 大原　直樹 奥田　真弘 小坂田文隆 尾上　誠良

川上　純一 菅　　敏幸 北市　清幸 木村　和哲 黒川　洵子 近藤　　啓

佐治木弘尚 鈴木　隆 田口　博明 武井　佳史 武田　厚司 頭金　正博

内藤　隆文 中川　秀彦 永津　明人 中村　精一 中山　浩伸 灘井　雅行

長谷川洋一 服部　光治 濱島　義隆 林　　秀敏 福石　信之 牧野　利明

松浦　克彦 松永　民秀 眞鍋　　敬 間宮　隆吉 水谷　秀樹 森本　達也

山中　淳平 吉成　浩一

○北陸支部（15名）

荒川　　靖 石川　和宏 加藤　将夫 金田　勝幸 後藤　伸之 崔　　吉道

酒井　秀紀 櫻井　宏明 宗　　孝紀 高崎　一朗 東田　千尋 友廣　岳則

松下　　良 矢倉　隆之 吉田　栄人

○関西支部（76名）

青木　俊二 赤路　健一 秋葉　　聡 吾郷由希夫 天ヶ瀬紀久子 荒井　雅吉

石濱　　泰 一條　知昭 稲本　浄文 乾　　賢一 井埜　　章 岩城　正宏

上野　　仁 大野　浩章 大野　行弘 岡田　欣晃 小川　　雅史 沖津　貴志

小比賀　聡 桂　　敏也 加藤　博章 川﨑　直人 川端　猛夫 河野　武幸

小島　直人 近藤　昌夫 佐久間信至 櫻井　文教 佐々木秀明 白井　隆一

曽根　知道 高須　清誠 高田　和幸 高橋　有己 瀧川　　紘 竹内　健治

竹内　　淳 竹本　佳司 田中　智之 田中　稔之 辻川　和丈 辻野　博文

堤　　一弘 堤　　康央 寺田　智祐 寺田　知行 土井　光暢 徳山　尚吾

永井　純也 中川　晋作 中川　貴之 長野　一也 中村　一基 中村　　任

奈邉　　健 西川　淳一 西口　工司 橋本　　均 巾下　　広 東阪　和馬

平田　收正 藤室　雅弘 二木　史朗 前田　定秋 前田　初男 名德　倫明

向　　高弘 村木　優一 安井　裕之 矢野　育子 山口　朋子 山﨑　裕康

山下　富義 山本　康友 吉岡　靖雄 吉川　紀子

池田　　潔 石津　　隆 岩村　樹憲 上原　　孝 宇根　瑞穂 大髙　　章

岡村　信幸 小野　　敦 黒田　照夫 小暮健太朗 古武弥一郎 佐野　茂樹

塩田　澄子 代田　　修 末丸　克矢 土屋浩一郎 坪井　誠二 中島　光業

永浜　政博 野地　裕美 張　　功幸 檜垣　和孝 深田　俊幸 松尾　裕彰

松浪　勝義 森田　哲生 山口　　巧 山下　敦子 山中　浩泰 吉田　昌裕

○九州支部（29名）

有馬　純子 家入　一郎 池田　浩人 池田　龍二 石原　　淳 伊東　弘樹

伊東　祐二 今井　輝子 岩崎　克典 王子田彰夫 大嶋　孝志 椛島　　力

神村　英利 川上　　茂 國安　明彦 黒川　昌彦 佐々木　均 首藤　　剛

中島　　誠 長島　史裕 西田　孝洋 西田　基宏 原武　　衛 平井　　剛

松永　浩文 松野　康二 三隅　将吾 山口　　拓 吉田　秀幸

〇中国四国支部(30名)


