
北海道 石垣　渉 泉　範子 大山　栄子 粥川　尚之

河合　幹夫 小路　七穂子 佐藤  恵利子 佐藤　幸子

新木　勝惠 高田　みち子 田中　町子 中野　弘基

西村　美紀子 野呂　秀子 本多　いさみ 三井　和子

宮崎　里美 安田　昌子 米澤　佳代

岩手県 横井　邦彦

宮城県 大原　悦子

秋田県 青池　陽子 阿部　和明 大嶋　礼子 加藤　香子

木村　美恵子 栗沢　裕子 小玉　良平 後藤　玲子

齊藤　明美 斎藤　宏太郎 鈴木　惠子 須田　鐡美

高橋　愛子 高橋　隆子 田口　俊子 民谷　真紀子

戸嶋　フミ子 冨岡　悦子 西宮　奈々子 長谷川　瑞江

長谷部　一江 平賀　富美子 藤井　誠子 藤井　由美子

山口　トキ子 夢　かずお 米沢　圭子

福島県 角田　愛子 國分　貞子 国分　護 齊藤　順子

佐藤　寿子 白岩　聖枝 丹野　真弓 角田　和子

星　睦子 前田  英明

茨城県 朝日　須美子 阿部　進 今関　光子 内海　サチ子

大畑　和子 奥野　光江 小貫　則子 倉持　克己

佐々木　量代 双山　盛春 立原　保 田中　千香子

辻本　瑠美子 富永　弘子 直江　俊雄 中津原　とよ子

中根　良子 中山　賛子 谷島　朋子

栃木県 見目　義直

群馬県 石井　裕子 奥沢　京子
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埼玉県 石橋　一郎 今國　まさ子 鵜飼　陽子 臼倉　廣枝

江田　ひろみ 大川内　弘子 岡部　唯利 長田　香代

小野　俊洋 金田　孝 小西　功 佐藤　伸二

篠崎    智子 田代　克子 立川　紀一 當摩　澄子

内藤　高 永井　つる子 永島　寿江 長谷部　恭子

羽鳥　俊二 菱沼　幸子 平石　洋子 藤井　正子

松本　和子 三上　早苗 三田　翠 諸岡　フキ子

八重樫　芳男　 安田　美知子 湯井　信恵 吉野　咲子

千葉県 伊藤　直子 薄井　照栄 小野里　雅子 加藤　貴柄子

上山　眞美 菊池　恂子 北谷　房子 小林　容子

鈴木　陽子 髙月　三千代 高橋　やよ子 立花　大聖

田中　武俊 中村　竹子 成田   麻美 二木　美奈子

西田　禮子 野﨑　実 藤巻　直子 松井　三郎

三上　恵美子 宮内　博子 村田　信子 山本　泰久

東京都 阿部　奈美子 伊東　良展 井原　茂之 海野　雅代

梅本　輝子 江本　栄三 遠藤　正司 生沼　弘子

尾関　早苗 加賀谷　盾夫 蔭山    洋二 金井　千映

金子　和子 川崎  美紀 北村　一夫 桐生　正和

小里　彌典 小林　邦子 五味　美保 小峰　世津子

小麥　香織 酒井  佳津子 清水　壽子 神宮　敏和

鈴木　みどり 高橋　明希 高橋　佐紀子 たなか　ゆかり

土谷　策造 奈良岡　忠 西　寿子 羽鳥　清美

古川　健次郎 松田　千恵子 丸山　孝子 三嶋  純子

宮澤　進 茂木　公子 本柳　芳江 山本　孔祐

吉田　征輝

神奈川県 青木　勝栄 芦澤　智子 飴田　美津子 粟野　和子

飯尾　博美 池田　進 今井　千代子 太田　はるみ

岡田　章子 小津　英子 加藤　正一 門田　利彦

上出　雅彦 北野 冨美子 小島　法子 児玉　惇子

佐久間　征夫 佐々木　永子 佐藤　敏子 佐藤　留美子

芝　眞由美 渋谷　輝子 白井　まみ 白川　明



神野　聡 鈴木　香 鈴木　恭子 関　素子

高田　義昭 多田隈　理 辻　孝子 廼島 京子

林　喜久雄 林原　郁子 紅谷　忠 増井　馨

水嶋　佑子 森　眞二 森　泰子 森　浩美

守田　智子 森田　雅秋 門間　米子 八重澤　きよみ

山口　武夫

山梨県 小林　早苗 保坂　裕一 村田　遼平

長野県 坂口　雅彦 古畑　悦二

新潟県 荒木　千恵 楠木　一久 白井　博子 武田　敏士央

吉﨑　正敏

富山県 宝田　靖子

石川県 川畑　美水 高木　ヒサコ 松田　聡 松田　静恵

福井県 西　　昌彦 藤田　きみ子　 丸山　和子

岐阜県 柴田　惺

静岡県 足立　緑 岩本　文夫 河合　千恵子 齋藤　雅紀

重田　惠美子 中川　敏次 原田　正子 丸山　みよ子

村越　笑子 望月　陽子 山本　直子

愛知県 伊藤　美知代 稲津　美代 岩土　ちづ子 岩本　すみ

奥山　倫明 加藤　千佳子 小島　きみ子 小森　町子

柴田　倫世 白井　康雄 谷口　義宣 野村　幸子

長谷川　恵子 日紫喜　芳美 肥田　敬子　 法嶋　正子

堀　伸子 山田　初女

三重県 土屋　栄美子



大阪府 石岡　美佐子 イシマル・ヒデ 扇田　悦子 大倉　頼子

小野　定雄 狩峰　美恵子 河合　福三 木村　典子

阪井　　満 杉森　喜子 鷹羽　孝昌 田中　楠枝

津田　シゲ子 中村　節子 堀川　雅仁 松原　幸枝

村上　君代 山木　喜美子 吉川　節子

奈良県 小沢　一雅

兵庫県 渥美　栄子 内林　知子 髙橋　宜子 永田　登志子

松村　一雄 山田　眞澄 山田　貴裕

岡山県 板野　清治 上西　妥末子 黒川　和子 河本　美恵子

清水　瑳人子 須々木　彬 中田　敏子 前田　多美子

増田　房子 森岡　幸子 柳本  一重 横山　茂樹

力石　輝明

広島県 岡　藤枝 小板　邦子 杉原　恭子 野崎　順子

久野　尚美 平岡　民子 開内　和子 平本　由香子

広川　ツヤコ 三戸森　泰子 椋田　清子 森　典子

森川　武直 山下　和彦 渡部　イツ子 渡辺　百樹

徳島県 近藤　克子 前川　富子

香川県 田山　景子 乃村　光子

愛媛県 石丸　順子

福岡県 豊福　きみ枝 樋渡　晄子 嶺　さえ子 八板　まゆり

佐賀県 石井　史子 市川　晴基 市丸  ヤスヨ 津上　清美

長崎県 大嶋　直子 岡田　堯子 川田　綾子 進藤　俊夫

中村　克子 橋　富子 松屋　ユキ子 安本　靖介

山崎　明 若杉　燿子



熊本県 今井　和美 加藤　光枝 木村　芳聰 工藤　勇二

坂下　由紀子 瀬口　忠一 田原　眞実 佃　正義

中嶋　圭介 原　美恵子 星子　悦郎 松岡　清美

山口　幸富 山口　洋子

大分県 安藤　雅子 工藤　和信 小井手　桂子 後藤　千恵

小仲　康子 坂井　国昭 坂田　清子 佐藤　貴子

清水　玲子 園田　ゆかり 谷口　裕子 野尻　百合子

宮本　健次

鹿児島県 前原　三重子 湯川　俊明

沖縄県 伊藝　勝絵 玉寄　貞子


