
都道府県 初 氏名 ふりがな
1 北海道 河越　幸子 かわごえ　さちこ

2 北海道 坂井　たかし さかい　たかし

3 北海道 登藤　珠実 とどう　たまみ

4 北海道 ○ 仲　浩克 なか　ひろかつ

5 北海道 ○ 中山　一博 なかやま　かずひろ

6 岩手県 福田　宏 ふくだ　ひろし

7 岩手県 藤原　敬次郎 ふじわら　けいじろう

8 宮城県 鎌田　亀一 かまだ　きいち

9 宮城県 松本　サチ子 まつもと　さちこ

10 宮城県 水戸　寿範 みと　としのり

11 山形県 安達　義美 あだち　よしみ

12 山形県 ○ 石島　政男 いしじま　まさお

13 山形県 ○ 遠藤　敏実 えんどう　としみ

14 山形県 軽部　邦勝 かるべ　くにかつ

15 山形県 佐藤　隆一 さとう　りゅういち

16 山形県 長岡　徳高 ながおか　のりたか

17 山形県 藤井　和子 ふじい　かずこ

18 山形県 前盛　コウ まえもり　こう

19 山形県 村形　隆子 むらかた　たかこ

20 栃木県 五十嵐　正道 いがらし　まさみち

21 栃木県 ○ 関口　由郎 せきぐち　よしろう

22 埼玉県 伊藤　幹子 いとう　みきこ

23 埼玉県 ○ 大野　新一 おおの　しんいち

24 埼玉県 ○ 奥山　富勝 おくやま　とみかつ

25 埼玉県 久米　秀男 くめ　ひでお

26 埼玉県 佐々木　智子 ささき　ともこ

27 埼玉県 柴田　百合子 しばた　ゆりこ

28 埼玉県 清水　敏行 しみず　としゆき

29 埼玉県 田中　真寿子 たなか　ますこ

30 埼玉県 中野　志づ佳 なかの　しづか

31 埼玉県 中丸　勝美 なかまる　かつみ

32 埼玉県 柚木　弘 ゆぎ　ひろし

33 千葉県 石橋　佐一郎 いしばし　さいちろう

34 千葉県 大井　那地子 おおい　なちこ

35 千葉県 加藤　香代 かとう　かよ

36 千葉県 木場　園子 こば　そのこ

37 千葉県 鈴木　仁郎 すずき　にろう

38 千葉県 高山　茂雄 たかやま　しげお

39 千葉県 ○ 田村　ムラヱ たむら　むらえ

40 千葉県 針谷　秀雄 はりや　ひでお

41 千葉県 姫野　清美 ひめの　きよみ

42 千葉県 村田　茂仁 むらた　しげひと

43 千葉県 ○ 諸橋　ひとみ もろはし　ひとみ

44 東京都 赤木　唯介 あかぎ　ただすけ

45 東京都 浅見　博三 あさみ　ひろぞう

46 東京都 石井　則子 いしい　のりこ
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47 東京都 板橋　由美子 いたばし　ゆみこ

48 東京都 遠藤　祐美 えんどう　ゆみ

49 東京都 小笠原　孝 おがさわら　たかし

50 東京都 ○ 岡野　毅 おかの　たけし

51 東京都 奥村　春男 おくむら　はるお

52 東京都 尾田　勝己 おだ　かつみ

53 東京都 小田　康夫 おだ　やすお

54 東京都 小野田　誠一 おのだ　せいいち

55 東京都 加瀬谷　修 かせがい　おさむ

56 東京都 木下　隆一 きのした　りゅういち

57 東京都 ○ 小池　明 こいけ　あきら

58 東京都 ○ 後藤　寛 ごとう　かん　

59 東京都 駒木　龍太郎 こまき　りゅうたろう

60 東京都 小山　繁 こやま　しげる

61 東京都 坂本　進 さかもと　すすむ

62 東京都 佐々木　慶子 ささき　けいこ

63 東京都 佐々木　矩雄 ささき　のりお

64 東京都 ○ 下関　正義 しもせき　まさよし

65 東京都 ○ 城　勢津子 じょう　せつこ

66 東京都 関原　由紀子 せきはら　ゆきこ

67 東京都 髙橋　寿美子 たかはし　すみこ

68 東京都 髙味　松子 たかみ　まつこ

69 東京都 滝田　由利 たきた　ゆり

70 東京都 丹　雅子 たん　まさこ

71 東京都 出谷　詔雄 でたに　つぐお

72 東京都 ○ 土居　幸 どい　ゆき

73 東京都 中村　久美子 なかむら　くみこ

74 東京都 西片　晋 にしかた　すすむ

75 東京都 樋口　恭弘 ひぐち　やすひろ

76 東京都 古瀬　英次 ふるせ　えいじ

77 東京都 堀内　睦司 ほりうち　むつじ

78 東京都 前村　有子 まえむら　ゆうこ

79 東京都 松本　光一 まつもと　こういち

80 東京都 三浦　斌 みうら　あきら

81 東京都 森田　勝郎 もりた　かつろう

82 東京都 横山　和文 よこやま　かずふみ

83 東京都 吉田　真 よしだ　まこと

84 神奈川県 四十住　政雄 あいずみ　まさお

85 神奈川県 石黒　誠二 いしぐろ　せいじ

86 神奈川県 井田　光政 いだ　みつまさ

87 神奈川県 上田　進 うえだ　すすむ

88 神奈川県 ○ 内田　周司 うちだ　しゅうじ

89 神奈川県 大掛　力 おおがけ　つとむ

90 神奈川県 大木　幹夫 おおき　みきを

91 神奈川県 ○ 大田　栄子 おおた　えいこ

92 神奈川県 鎌田　純子 かまた　すみこ

93 神奈川県 日下部　俊之 くさかべ　としゆき
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94 神奈川県 熊谷　昭彦 くまがい　てるひこ

95 神奈川県 近藤　壽樹 こんどう　としき

96 神奈川県 佐藤　亮介 さとう　りょうすけ

97 神奈川県 ○ しんどう　れいこ しんどう　れいこ

98 神奈川県 相馬　紀子 そうま　のりこ

99 神奈川県 田原　富作 たはら　とみさく

100 神奈川県 ○ 露木　百合子 つゆき　ゆりこ

101 神奈川県 ○ 中村　雅枝 なかむら　まさえ

102 神奈川県 野中　恵美子 のなか　えみこ

103 神奈川県 ○ 原田　一成 はらだ　かずなり

104 神奈川県 蛭田　順子 ひるた　じゅんこ

105 神奈川県 牧野　守幸 まきの　もりよし

106 神奈川県 ○ 丸山　毅 まるやま　つよし

107 神奈川県 ○ 柳　環 やなぎ　たまき

108 新潟県 阿達　豊治 あだち　とよじ

109 新潟県 阿部　直義 あべ　なおよし

110 新潟県 井口　宏 いぐち　ひろし

111 新潟県 ○ 石田　登喜 いしだ　とき

112 新潟県 栗林　一子 くりばやし　かずこ

113 新潟県 小浦　譲 こうら　ゆずる

114 新潟県 ○ 酒井　昭輝 さかい　あきてる

115 新潟県 桜井　広文 さくらい　ひろふみ

116 新潟県 佐藤　悌二 さとう　ていじ

117 新潟県 ○ 白井　のり子 しらい　のりこ

118 新潟県 菅井　勉 すがい　つとむ

119 新潟県 田辺　佳奈子 たなべ　かなこ

120 新潟県 冨田　潤二 とみた　じゅんじ

121 新潟県 中村　須美子 なかむら　すみこ

122 新潟県 野島　幸雄 のじま　ゆきお

123 新潟県 長谷川　欣吾 はせがわ　きんご

124 新潟県 服部　盛一 はっとり　せいいち

125 新潟県 増川　美一 ますかわ　よしいち

126 新潟県 山井　聡子 やまい　さとこ

127 石川県 荒井　俊一郎 あらい　しゅんいちろう

128 石川県 池端　千津子 いけばた　ちづこ

129 石川県 倉西　康古 くらにし　やすこ

130 石川県 斉藤　美千子 さいとう　みちこ

131 石川県 三田　ひろ子 さんだ　ひろこ

132 石川県 清坐　繁 せいざ　しげる

133 石川県 干場　達雄 ほしば　たつお

134 石川県 ○ 山本　衛 やまもと　まもる

135 石川県 ○ 吉本　志津江 よしもと　しづえ

136 福井県 ○ 泉本　貞 いずもと　ただし

137 福井県 井上　弘子 いのうえ　ひろこ

138 福井県 岡本　卓也 おかもと　たくや

139 福井県 ○ 片岡　登志之 かたおか　としゆき

140 福井県 坪内　理恵子 つぼうち　りえこ



都道府県 初 氏名 ふりがな
141 福井県 ○ 中島　和代 なかしま　かずよ

142 福井県 藤田　誠次 ふじた　せいじ

143 福井県 前川　則雄 まえがわ　のりお

144 福井県 宮川　浩子 みやがわ　ひろこ

145 福井県 三宅　繁樹 みやけ　しげき

146 長野県 ○ 新井　龍春 あらい　たつはる

147 長野県 新井　信雄 あらい　のぶお

148 長野県 池田　恵勇 いけだ　しげお

149 長野県 小林　政子 こばやし　まさこ

150 長野県 酒井　孝 さかい　たかし

151 長野県 松本　晃佳 まつもと　あきよし

152 長野県 和方　信子 わかた　のぶこ

153 岐阜県 ○ 岩田　好博 いわた　よしひろ

154 岐阜県 坂下　静男 さかした　しずお

155 岐阜県 ○ 棚橋　智子 たなはし　ともこ

156 岐阜県 長谷川　節子 はせがわ　せつこ

157 岐阜県 ○ 松井　富子 まつい　とみこ

158 岐阜県 松田　和子 まつだ　かずこ

159 岐阜県 武藤　季美江 むとう　きみえ

160 岐阜県 山田　三千夫 やまだ　みちお

161 愛知県 飯田　友彦 いいだ　ともひこ

162 愛知県 石田　道子 いしだ　みちこ

163 愛知県 市野　芳美 いちの　よしみ

164 愛知県 小田島　佳子 おだしま　よしこ

165 愛知県 梶川　幹春 かじかわ　みきはる

166 愛知県 加藤　万里子 かとう　まりこ

167 愛知県 澤田　康子 さわだ　やすこ

168 愛知県 須山　縫子 すやま　ぬいこ

169 愛知県 中村　眞 なかむら　まこと

170 愛知県 星野　あさ子 ほしの　あさこ

171 愛知県 ○ 山岡　直子 やまおか　なおこ

172 三重県 伊藤　吉実 いとう　よしみ

173 三重県 ○ 山本　里枝 やまもと　さとえ

174 滋賀県 ○ 石田　麗佳 いしだ　れいか

175 滋賀県 ○ 小倉　敏弘 おぐら　としひろ

176 滋賀県 加世田　英彦 かせだ　ひでひこ

177 滋賀県 ○ 成清　ゼンボー なりきよ　ぜんぼー

178 京都府 加藤　徹夫 かとう　てつお

179 京都府 ○ 倉橋　睦雄 くらはし　むつお

180 京都府 小石原　美枝 こいしはら　よしえ

181 京都府 藤本　健治 ふじもと　けんじ

182 大阪府 岩﨑　昌人 いわさき　まさと

183 大阪府 神崎　隆 かんざき　たかし

184 大阪府 中條　健史 ちゅうじょう　けんじ

185 兵庫県 ○ 岡　宏 おか　ひろし

186 兵庫県 坂口　千鶴 さかぐち　ちづる

187 兵庫県 島田　恒宣 しまだ　つねのぶ
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188 兵庫県 服部　淳子 はっとり　じゅんこ

189 兵庫県 ○ 半田　信一 はんだ　しんいち

190 兵庫県 ○ 松本　治司 まつもと　はるし

191 兵庫県 ○ 松山　順三 まつやま　じゅんぞう

192 兵庫県 ○ 安田　紘子 やすだ　ひろこ

193 奈良県 武田　滋 たけだ　しげる

194 和歌山県 岸山　秀子 きしやま　ひでこ

195 和歌山県 北村　好美 きたむら　よしみ

196 和歌山県 小池　旬子 こいけ　じゅんこ

197 和歌山県 中　宣忠 なか　のりただ

198 和歌山県 中本　礼子 なかもと　れいこ

199 和歌山県 宮﨑　照美 みやざき　てるみ

200 和歌山県 宮脇　貴与 みやわき　たかよ

201 広島県 石川　雅敏 いしかわ　まさとし

202 徳島県 ○ 黒島　貞子 くろしま　さだこ

203 徳島県 佐野　紀子 さの　のりこ

204 徳島県 難波　しのぶ なんば　しのぶ

205 徳島県 野口　義仁 のぐち　よしひと

206 徳島県 長谷部　直子 はせべ　なおこ

207 徳島県 ○ 眞野　尚枝 まの　ひさえ

208 香川県 ○ 古河　信哉 ふるかわ　のぶや

209 福岡県 ○ 伊佐　敏子 いさ　としこ

210 福岡県 石橋　清市 いしばし　せいいち

211 福岡県 ○ 有働　功一 うどう　こういち

212 福岡県 久保　敦子 くぼ　あつこ

213 福岡県 坂口　隆三 さかぐち　りゅうぞう

214 福岡県 ○ 佐藤　弘史 さとう　ひろし

215 福岡県 宍戸　邦夫 ししど　くにお

216 福岡県 髙山　正治 たかやま　まさはる

217 福岡県 谷口　武弘 たにぐち　たけひろ

218 福岡県 ○ 富松　眞由美 とみまつ　まゆみ

219 福岡県 ○ 永田　清憲 ながた　きよのり

220 福岡県 長門石　初子 ながといし　はつこ

221 福岡県 中野　悦子 なかの　えつこ

222 福岡県 ○ 橋本　ちづ子 はしもと　ちづこ

223 福岡県 原　三枝子 はら　みえこ

224 福岡県 平川　雅子 ひらかわ　まさこ

225 福岡県 ○ 光瀬　建徳 みつせ　たてのり

226 福岡県 安河内　良光 やすこうち　よしみつ

227 福岡県 山浦　耕治 やまうら　こうじ

228 福岡県 ○ 山木　寿男 やまき　すみお

229 福岡県 吉岡　幸夫 よしおか　ゆきお

230 長崎県 兵庫　孝太郎 ひょうご　こうたろう

231 熊本県 ○ 甲斐　敬彦 かい　のりひこ

232 熊本県 金山　充 かなやま　みつる

233 熊本県 ○ 川﨑　京子 かわさき　きょうこ

234 熊本県 出口　貴子 でぐち　たかこ
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235 熊本県 ○ 藤井　晃子 ふじい　あきこ

236 大分県 森島　正喜 もりしま　まさき

237 台湾 ○ 周　音谷 しゅう　おんや

238 台湾 ○ 鄭　惠美 てい　えみ

239 台湾 ○ 林　文珍 りん　ぶんちん
以上、239名


