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北海道支部（5名）                               

石森 浩一郎 稲波 修  稲葉 睦  岩野 英知 畠山 鎮次 

 

東北支部（12名）                                

一瀬 白帝 内田 隆史 加藤 靖正 久場 敬司 中井 雄治 

西山 賢一 東 秀好  福田 光則 古山 和道 堀内 久徳 

松沢 厚  山本 雅之 

 

関東支部（64名）                                

新井 洋由 五十嵐 道弘 石井 克幸 石崎 泰樹 一條 秀憲 

伊東 進  今井 浩孝 今泉 美佳 今本 尚子 入江 賢児 

大塚 稔久 大野 博司 緒方 一博 小椋 康光 梶 裕之  

梶原 将  川崎 ナナ 木賀 大介 胡桃坂 仁志 黒田 真也 

小出 寛  合田 亘人 後藤 由季子 小松 雅明 佐藤 泰司 

芝 清隆  嶋田 一夫 下仲 基之 白水 美香子 鈴木 勉  

鈴木 匡  関 泰一郎 高橋 康弘 高橋 智  田口 英樹 

多胡 憲治 築地 信  常岡 誠  鍔田 武志 津本 浩平 

東原 和成 中野 裕康 梨本 正之 長束 俊治 西山 千春 

野崎 智義 野地 博行 早川 盛禎 原 俊太郎 尾藤 晴彦 

深見 希代子 深水 昭吉 古地 壯光 正井 久雄 水島 昇  

村上 誠  山崎 和彦 山本 一夫 養王田 正文 横溝 岳彦 

吉垣 純子 吉田 稔  若林 雄一 若松 馨  

 

北陸支部（5名）                                

片岡 邦重 新田 淳美 日竎 隆雄 横山 茂  米倉 秀人 

 

中部支部（16名）                               

五十里 彰 上田 浩  岡島 徹也 門松 健治 亀高 諭  

北出 幸夫 白根 道子 菅波 孝祥 鈴木 隆  田渕 克彦 

田丸 浩  湊元 幹太 人見 清隆 藤井 博  吉成 浩一 

吉村 徹 

 

近畿支部（37名）                               

浅野 真司 芦高 恵美子 生城 浩子 石井 剛志 石水 毅  

伊藤 和央 糸乗 前  稲垣 直之 乾 隆  井原 義人 

岩井 一宏 扇田 久和 岡田 雅人 加藤 明宣 亀井 加恵子 

菊池 章  黒田 俊一 小島 裕正 齊藤 修  阪井 康能 
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鈴木 秀之 瀬尾 美鈴 高野 和文 田中 智之 津下 英明 

通山 由美 富崎 欣也 中村 俊一 中山 和久 中山 祐治 

野田 健司 橋本 渉  林 秀行  藤原 範子 二木 史朗 

森本 康一 米田 悦啓 

 

中国四国支部（17名）                             

赤木 玲子 芦内 誠  今泉 和則 菊田 安至 木村 吉伸 

木村 義雄 久保田 聡 坂井 隆志 関藤 孝之 田中 保  

坪井 誠二 徳光 浩  中井 彰  永野 真吾 長宗 秀明 

松本 健一 山崎 岳   

 

九州支部（15名）                               

池ノ内 順一 伊東 祐二 植田 正  尾池 雄一 片山 勉  

川畑 俊一郎 久下 理  神田 大輔 坂本 寛  杉本 幸彦 

隅田 泰生 住本 英樹 畠山 智充 三隅 将吾 山本 秀幸 

 

（総数：171名） 


