
種　　　　別 員　数 45 大　嶺　　秀　宜 沖　　 　縄
終身会員 90 46 岡　　　桂　子 和　歌　山

特別賛助・協賛会員 9 47 加　藤　　祐　基 福　　 　島
賛助会員 70 48 木　村　　荘　三 青　　　 森

49 倉　成　　良　一 沖　　　 縄
№ 氏　　　　名 所　　属 50 小　玉　　不　二　男 大　　 　阪
1 鴻　池　　清　司 和　歌　山 51 斉　藤　　博　樹 神　奈　川
2 故・江　藤　　源　哉 大　　 　分 52 佐　藤　　英　夫 埼　　　 玉
3 梅　田　　善　彦 和　歌　山 53 鈴　木　　茂　美 茨　　 　城
4 田　中　　重　治 山　 　　梨 54 鈴　木　　興　七 静　　 　岡
5 熊　木　　利　隆 大　 　　阪 55 須　田　　　剛 新　　 　潟
6 森　田　　真　積 東　　 　京 56 高　梨　　重　雄 千　　 　葉
7 及　川　　　等 茨　　 　城 57 高　野　　　粛 茨　 　　城
8 渡　邉　　源　太　郎 大　　 　阪 58 故・高　山　　　勝 福　 　　島
9 津　野　瀬　　　智 広　　 　島 59 辻　　　敏　夫 山　 　　梨
10 石　井　　和　司 山　　 　梨 60 辻　谷　　真　一　郎 大　 　　阪
11 岡　田　　　豊 大　　 　阪 61 中　西　　邦　康 富　 　　山
12 上　島　　　彬 大　　 　分 62 永　野　　雄　造 宮　 　　崎
13 相　部　　憲　郎 大　　 　分 63 長　堀　　幸　朗 千　 　　葉
14 佐　藤　　義　彦 大　　 　分 64 南　部　　久　子 大　 　　阪
15 土　井　　忠　男 広　　 　島 65 二　宮　　　一 大　 　　阪
16 河　崎　　五　郎 広　 　　島 66 深　川　　博　夫 兵　 　　庫
17 林　　　　清　則 群　 　　馬 67 船　引　　規　正 兵　 　　庫
18 的　場　　義　夫 山　 　　口 68 畑　山　　榮　造 和　歌　山
19 浜　木　　清　寿 富　 　　山 69 馬　場　　　章 岡 　　　山
20 故・熊　倉　　重 新　 　　潟 70 本　島　　　勲 千 　　　葉
21 竹　田　　賢　治 富　 　　山 71 山　口　　　巌 神　奈　川
22 大　山　　富　子 奈　　 　良 72 山　田　　展　也 岐　　 　阜
23 古　閑　　雅　之 千　 　　葉 73 山　根　　啓　次 和　歌　山
24 平　良　　真　平 沖　 　　縄 74 湯　浅　　達　甫 岡　 　　山
25 内　藤　　勝　重 宮　 　　城 75 弓　場　　公　淑 大　　 　阪
26 石　川　　吉　助 宮　 　　城 76 古　田　　一　也 茨　　 　城
27 天　野　　孝　三 広　 　　島 77 和　田　　　浩 東　　 　京
28 藤　井　　幹　康 広　 　　島 78 河　野　　幸　夫 徳　 　　島
29 一　柿　　俊　明 広　 　　島 79 勝　連　　盛　善 沖　 　　縄
30 一　柿　　登　喜　子 広　 　　島 80 岡　田　　洋　祐 徳　 　　島
31 上　嶋　　　実 東　 　　京 81 故・田　茂　井　　宗　一 大　　 　阪
32 故・芦　川　　　譲 群　 　　馬 82 岡　本　　　豊 熊　　 　本
33 鹿　子　島　　　進 群　 　　馬 83 五　十　嵐　　義　郎 北　海　道
34 野　澤　　正　治 愛　 　　知 84 力　武　　敏　昌 兵　 　　庫
35 海　老　澤　　武　雄 茨　 　　城 85 皆　木　　し　げ　る 岡　 　　山
36 吾　郷　　辰　郎 島　 　　根 86 関　　　め　り　子 和　歌　山
37 池　田　　　正 秋　 　　田 87 畠　中　　信　子 和　歌　山
38 石　田　　秀　雄 石　　 　川 88 横　出　　東　輝　子 和　歌　山
39 石　田　　保　之 栃　 　　木 89 加　藤　　恵　子 和　歌　山
40 伊　藤　　義　治 東　 　　京 90 玉　置　　　操 奈　 　　良
41 猪　島　　裕　永 富　 　　山 91 泥　谷　　久　光 宮　 　　崎
43 内　田　　　保 熊　 　　本
44 大　橋　　一　男 大　 　　阪
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34 柿　本　　和　男 三　　　重
№ 氏　　　　名 所　　属 35 木　村　　清　衣　衛 滋　　　賀
1 鴻　池　　清　司 和　歌　山 36 鹿　子　　島　進 群　　　馬
2 ㈱ ニ　チ　レ　イ 大　 　　阪
3 生　田　　秀　正 鳥　 　　取 37 宮　下　　　正 和　歌　山

38 関　　　め　り　子 和　歌　山
4 エ イ ・ コ ス モ ス 大　　 　阪 39 林　　　勝　彦 滋　　　賀

40 半　井　　清　夫 茨　　　城
5 大　山　　富　子 大　 　　阪 41 桜　井　　久　一 石　　　川
6 小　野　寺　　　登 岩　　 　手 42 桜　井　　清　美 石　　　川
7 大　橋　　一　男 大　　 　阪 43 山　本　　　敦 石　　　川

44 石　田　　秀　雄 石　　　川
8 田　中　　重　治 山　　 　梨 45 沖　野　　幸　作 石　　　川

46 出　口　　良　信 石　　　川
9 竹　田　　賢　治 富　 　　山 47 八　幡　　　宏 滋　　　賀

48 田　崎　　元　一 山　　　形
49 佐　藤　　幸　夫 山　　　形
50 原　　　義　治 山　　　形

№ 氏　　　　名 所　　属 51 中　島　　一　登 滋　　　賀
1 東　　 　京 52 宮　崎　　敏　信 大　　　分
2 田　中　　重　治 山　 　　梨 53 石　川　　　董 岩　　　手
3 河　合　　　繁 福　 　　井 54 石　川　　陽　子 岩　　　手
4 野　呂　　俊　孝 愛　 　　知 55 松　田　　良　男 滋　　　賀
5 堀　之　内　　繁　樹 愛　 　　知
6 原　田　　義　一 兵　 　　庫 56 仲　嶌　　正　一 福　　　井
7 生　田　　秀　正 鳥　　 　取 57 加　藤　　順　曠 徳　　　島
8 肥　田　　一　郎 宮　 　　﨑 58 五　島　　治　郎 福　　　岡
9 右　田　　　忍 鹿　児　島 59 豊　田　　泰　史 和　歌　山
10 大　津　　英　彦 東　 　　京 60 大　橋　　一　男 大　　　阪

61 佐　野　　昭　二 愛　　　知
11 増　田　　　伸 滋　 　　賀 62 今　井　　守　雄 新　　　潟
12 永　野　　雄　造 宮　　 　﨑
13 岡　田　　真　一　郎 大　 　　分 63 村　上　　美　乃 静　　　岡
14 相　部　　憲　郎 大　　 　分 64 鈴　木　　信　行 和　歌　山
15 甲　斐　　忠　行 大　　 　分 65 松　田　　義　明 石　　　川
16 東　　　　冨　雄 大　　 　分
17 中　川　　尚　司 和　歌　山 66 加　藤　　恵　子 和　歌　山
18 上　島　　　淋 大　 　　分
19 織　田　　和　雄 東　 　　京 67 山　田　　啓　成 大　　　阪
20 内　田　　　保 熊　 　　本 68 岡　村　　貞　夫 長　　　崎
21 南　後　　千　秋 福　　 　井 69 中　嶋　　誠　次 神　奈　川
22 酒　井　　　泉 福　　 　井
23 藤　井　　　弘 福　　 　井 70 宮　内　　義　光 鹿　児　島
24 赤　間　　善　男 福　　 　井
25 伊　藤　　誠　一 福　　 　井 特別協賛会員
26 西　　　親　則 大　　 　分 大 山　富 子　　　　　森　　善 重
27 栗　林　　寿　美　子 大　　 　分  (物故者)　一　木　　譲 ・ 三　原　　教　栄
28 石　井　　マ　サ　子 大　　 　分 　　　　　　　大山　富子　　　　　森　　善重   　　 丸　山　　幸　枝 ・ 飯　田　　　鎮
29 横　出　　東　輝　子 和　歌　山
30 末　綱　　陽　一 大　　 　分 協賛会員
31 田　中　　新　人 滋　　 　賀 渡 邉　源 太 郎　　　米 澤　寿 鶴 子
32 小　林　　　優 滋　　 　賀  (物故者)　西　田　　修　平
33 伊　藤　　堯　信 福　　 　島
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