
№ 氏　　　　名

会員名簿（カナ順）
2019/11/01現在

      －ア－
〒792 秋　山　　茂
　93 芦　田　智　祥　

〒193 阿蘇和　祐　也　
　61 阿　部　　　浩 　
家62 阿　部　睦　子　
休685 天　野　千　秋
　895 荒　谷　彰　男
　44 安　東　昭太郎　 

      －イ－
　386 飯　田　卓　司　
　706 井　川　大　輔
他707 井　川　忍　子
〒695 池　田　悦　夫
　154 石　井　明　弘　
〒231 石　橋　輝　雄　 
〒244 石　原　千代子　 
〒243 石　原　良　彦　
　159 石　原　諒　司　
　830 磯　辺　英　喜
　892 伊　藤　　陽
　815 伊　藤　大　介
　467 伊　藤　高　男　
〒573 伊　藤　武　司
　663 伊　藤　英　恵
　170 糸　賀　栄　司　
　697 糸　曽　啓　雄
〒71 井　上　洋　子　
　86 今　井　初　音　
　687 入　君　昭　人
〒769 岩　谷　建　治
　624 岩　見　孝　弘
休582 岩　本　邦　史

      －ウ－
　100 上　角　瑞　穂
　222 植　杉　康　生　
　874 上　田　篤　之
　122 上　田　一　博　
　49 上　田　　　一　
　36 上　野　英　樹　
　580 植　原　邦　枝
　896 上　原　照　登
　897 上　村　　稔
〒432 浦　部　善　教　

      －エ－
　776 圓　崎　知　子

      －オ－
　540 大　内　陽一郎
　883 大　胡　　洋
　817 大　賀　精　一
　808 大　川　由　枝
　572 大　倉　　　功
　576 大　倉　　　尚
家144 大　舌　郁　代　
　76 大　下　一　郎　
　143 大　舌　忠　美　
〒521 大　野　宏　之
　542 大　原　康　伸
〒202 緒　方　富　江
　482 岡　場　誠　治  

　53 岡　林　正　一　
　848 岡　部　明　浩
家884 岡　部　彩　子
　59 岡　本　　　晃

〒317 沖　田　　　忠　　
　694 小　田　一　智

      －カ－
　166 景　山　十　造　
　705 笠　井　勝　就
　391 梶　岡　郁　美
　249 加治佐　光　徳　 
　494 片　山　正　志　
　41 加　藤　萃　子　
　810 加　藤　隆　一
　478 金　井　憲　明　
　67 金　尾　　　豊　　
　30 金　織　　豊
　756 兼　田　則　章
〒577 加良谷　克　子
家643 河　井　あんり
　66 川　平　悦　子　

家324 川　本　佐由美　 
　323 川　本　忠　司　

      －キ－
　880 菊　山　正　導
　188 木　坂　隆　三　
　550 木　谷　美穂子
　789 城　所　育　雄
家790 城　所　祐美子
　682 木　村　照　男
　878 木　村　泰　之
　80 喜　連　潤　一　
家81 喜　連　安　代　

      －ク－
　40 熊　本　智恵美
　320 倉　永　萬津枝　 
　466 栗　栖　克　江　
　736 黒　田　眞　幸　
〒140 黒　田　喜　治　
〒280 桑　原　　　豊　

      －コ－
家850 高　下　嘉代子
　849 高　下　　洋
　104 河　野　喜八郎　 
　866 河　野　光　高
　845 河　野　陽　一
　881 小　坂　謙　司
　844 小　鷹　輝　之
　734 児　玉　誠　司
〒611 児　玉　真里子
　185 五　藤　博　之
　775 小　林　康　郎
　788 児　房　正　和
　246 駒　津　美　江　 

      －サ－
　868 斉　藤　明　広
　876 坂　本　マユミ
　871 佐々木　明
　141 佐々木　勝　開　 
　744 佐々木　幸　江

　555 貞　丸　修　敏
〒35 佐　藤　　　進　　
休777 佐　藤　典　康
　385 佐　藤　　　久　　
　885 佐　藤　　稔
他520 佐　野　吉　見
〒886 ｻﾝﾃｨｱｺﾞ ﾏﾙｳ

      －シ－
　666 塩　村　年　男
　562 宍　戸　治　夫
　38 柴　田　　　勉　　
家39 柴　田　裕　子　
家452 清　水　伸　子　 
　451 清　水　初　男　 
〒709 白須賀　　律
　607 新　屋　　　謙

      －ス－
家181 末　元　澄　江　 
　180 末　元　幹　人　 
〒270 菅　　　道　治　　
　828 杉　山　幸　輝
　787 砂　口　たくし

      －セ－
　157 瀬　尾　尚　平

      －タ－
〒258 大　門　哲　雄　 
　195 高　尾　康　則　 
　277 髙　木　信　行
　747 髙　杉　耕　二
家748 髙　杉　直　子
　621 高　野　兼　夫
　799 髙　橋　浩　嗣
　728 高　橋　政　志
〒684 高　堀　隆　志
　236 田　上　健　吾　 
　664 高　本　慶　輔
　50 高　山　　　尭　　
　875 竹　川　宮　子
　406 田　島　俊　明　 
　88 田　中　　貫
　814 田　中　竜　太
　101 田　邊　良　平　
〒60 谷　口　敬　誠　 
　131 谷　野　理恵子

      －ツ－
　114 対　川　純　司　 
　692 津　川　惇　夫
　750 常　石　慎　介

      －テ－
休55 寺　畠　　　勝

      －ト－
〒601 土　肥　敏　博
　782 土　井　義　夫
　860 時　安　佳　子
　812 徳　原　康　成
他811 徳　原　寧　花
家813 徳　原　理　恵
　454 冨　野　洋　子　
家531 鳥　越　公　子
他532 鳥　越　羽　瑠

　530 鳥　越　　　守
      －ナ－

〒794 仲　井　　　豊
　461 中　尾　義　憲　 
　669 中　川　和　重
　859 中　川　祥　子
　667 長　澤　和　夫
　626 永　田　今日子
〒887 永　田　功一郎
家238 中　野　純　恵　 
　237 中　野　光　延　 
　879 中　福　秀　治
　52 中　松　政　隆　 
　118 中　村　　　進
　795 中　元　一　望
　296 中　本　賢　治　 
家297 中　本　ハツミ　 
　349 成　安　蕗　子　 

      －ニ－
　558 仁井内　忠之
〒458 西　亀　博　之
　311 西　川　　　昭　　
家312 西　川　八重子　 
〒149 西　島　裕　人　 
　619 西　中　文　仁

      －ヌ－
　56 沼　田　郁　子　 
家57 沼　田　邦　彦
他58 沼　田　美　咲

      －ネ－
　770 根　波　貴　子

      －ハ－
　473 橋　本　　　悟　　
〒670 橋　本　幹　夫
〒671 橋　本　洋　子
家120 長谷川　澄　枝　 
　119 長谷川　太一郎  
　567 浜　本　幸　子
他568 浜　本　美　沙
　614 林　　　美　岐
　898 林　美登里
　620 原　　　宏　治
　578 原　　　俊三郎
　489 原　　　隆　文　　
家490 原　　　智　子　　
　260 原　田　治　男　 
　661 原　田　康　利

      －ヒ－
　610 日　野　信　彦
　304 日比野　政　彦　 
　700 平　末　義　男
〒138 平　吉　一　則　 
　882 廣　田　真　希

      －フ－
　553 福　田　喜久子
他551 福　田　生　喜
他554 福　田　真　生
家552 福　田　義　郎
　637 福　留　征　二
　835 福　永　穣　時

　529 福　原　　　正
〒603 福　原　伸　好
　804 福　本　浩　子
　177 藤　井　章　伸　 
休754 藤　江　幸　生
　765 藤　田　潤　一
　877 古　川　泰　生
　511 古　田　哲　也
　894 古　谷　定　彦
　869 風呂井　衛

      －マ－
　31 前　田　　茂
　498 牧　野　等　典　 
　400 槙　本　　　豊　　
　785 政　岡　一　樹
　397 正　木　俊　之  
　126 松　浦　利　昭　 
　227 松　尾　弘　之
　809 松　尾　登代子
〒248 松　岡　賢　次　
　873 松　永　美保子
　644 松　本　恒　幸
　94 丸　口　坂　光　 
家95 丸　口　孝　子　 
　507 丸　山　暁　士　 

      －ミ－
　123 水　嶋　和　雄
〒423 水　沼　　　豊　
　196 光　原　豊　三　 
　242 水　戸　靖　生  
　47 宮　尾　　　実　　
　768 三　宅　節　雄
　145 宮　本　秀　一　 
家629 宮　本　由香里
　628 宮　本　洋　一
　791 三　好　俊　和

      －ム－
　778 向　井　健　治
　200 村　井　良　樹　 
家655 村　岡　悦　子
　654 村　岡　靖　俊
　645 村　上　一　男
　233 村　上　慶　子　 
〒146 村　重　茂　則　 
　890 村　中　希　美
　518 室　畑　哲　夫
家519 室　畑　博　子

      －モ－
　798 森　　　千　昭
　588 森　川　悟　郎
　291 森　口　誠　二  
　116 森　下　　　真　　
　833 森　野　紀　徳
　665 森　本　博　子

      －ヤ－
家287 保　田　ふみこ　 
　286 保　田　元　昭　 
　838 安　田　裕　二
　179 保　永　千恵子 　
　703 柳　田　和　成
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2019/11/01現在

　155 山　内　晴　繁　 
　436 山　下　　　孝　　
　102 山　下　卓　治　 
　589 山　城　　　進
〒282 山　田　征士郎 　
　784 山　田　高　史
　240 山　田　春　登　 
〒283 山　田　正　子
家241 山　田　まゆみ
　505 大　和　のぞみ
〒668 山　中　紀　子
　129 山　野　一　美　 
　45 山　本　加代子 　

〒612 山　本　恭　子
　616 山　本　順　子
　660 山　本　忠　義
　127 山　本　裕　子
　168 山　本　扶紗子 　
　48 山　本　行　剛

      －ヨ－
　636 吉　岡　伸　夫
　205 義　川　悦　子　 
　172 吉　田　利　夫　 
〒841 吉　山　　　透
〒719 米　田　義　廣

      －リ－
　797 RIDGEWEL LEE
他796 ﾘｼﾞｭｴﾙ貞本 六

      －ワ－
　893 若　林　　素
〒121 若　山　貴　子　
　186 渡　邉　益　治　 
〒480 渡　利　　　剛　


