
HP掲載承諾者  346名　

来海谷　富朗 山田　芳敬 西田　理恵 亀井　賢吾
浜岡　克宣 田原　範朗 薮田　知子 堤本　浩二
山根　眞裕美 増田　亨 大上　隆之 西本　和弘
大東和　政仁 森川　史子 山本　陽一 島谷　誠士
熊田　一雄 西　克己 長谷川　洋 影本　正之
塚井　和則 田形　正 粟村　美苗 佐野　吉雄
藤本　誠 宇都宮　弘司 堂鼻　康晴 熊野　義夫
倉石　雅基 望月　公明 生田　一正 神田　尚
深井　美孝 澳　和明 住吉　磨 松岡　秀夫
永嶺　隆史 上岡　克己 隅田　一成 加藤　義明
吉原　武 漆原　清 松田　裕子 大崎　美子
三村　義雄 梶川　彰彦 児玉　尚志 岡　則子
山﨑　孝通 谷口　勝美 尾形　完治 薬真寺　満里子

小野　政昭 高山　信明 西本　雅夫 森田　博子
栗原　由香里 寺藤　治男 岩淵　利憲 佐々木　正則
岩本　賢一 古田　精樹 保田　卓巳 川邉　利浩
上口　雅彦 三森　倫 谷本　睦志 内田　智久
岸　正登 堀　敬輔 栗原　廣行 中野　登
梶田　英之 石松　繁 表崎　修 小林　伸行
石井　一司 髙尾　ひとみ 山本　博史 葛籠　直人
野間　泰臣 竹内　修 塩見　陽子 政兼　功尚
市川　昭彦 松出　由美 生田　ゆり 藤村　和彦
湧田　耕辰 田中　辰成 幸田　千代子 和田　吉弘
登　民夫 福島　達徳 桑田　和子 野村　　稔
開　英治 片山　耕一 倉橋　通 宮奥　和司
橋場　忠陽 金山　健三 宮本　恵美 原　　　徹　
神岡　正浩 仁井　敏子 塚本　修一 濱西　正明
岡谷　光展 谷山　勝彦 岡丸　幸司 上田　基文
光好　秀紀 久保原　照雄 芳賀　靖典 萩原　融
山根　孝幸 福岡　美鈴 渡田　春男 佐衛田　幸嗣
島筒　篤 上田　久仁子 湯浅　敏郎 松重　修
川添　泰宏 山崎　学 高橋　光俊 矢山　精一
塩満　和弘 建部　賢次 高田　裕志 北﨑　俊司
薬師寺　保行 佐々木　克行 松井　悟 和高　秀文
榎野　晋也 山本　正己 清川　洋 原之園　和弘
衣笠　隆幸 高井　巌 志賀　賢治 馬場　誠二
沖本　昭彦 砂原　文男 福馬　康三 上村　桂司
安西　洋一 山口　芳弘 山下　肇 竹下　雅祥
梶田　亨 壱岐　均 喜多川　寛 寺西　雅弘
谷　康宣 宮川　謙吉 小溝　泰義 中　研司
細田　益啓 荒本　徹哉 田中　充郎 松山　信治
世羅　智子 勢良　寛 藤原　俊彦 中野　哲郎
阪谷　幸春 國光　隆寛 浜川　静子 中村　耕三
松田　尚美 小園　登久男 守田　貞夫 渡部　智子
高本　彰彦 中薮　幸信 岡本　茂信 松脇　守弥
田中　秀雄 重村　隆彦 岩崎　静二 廣澤　正次
臺丸　尚子 松田　智仁 江﨑　一博 吉村　俊一
森川　伸江 北吉　孝行 大隅　学 笹田　久美子
糸山　隆 松村　司 垣内　幹晴 平口　英文
久保　雅之 宮本　誠 尾形　昌克 宮正　千鶴雄
要田　豊 戸田　美鈴 新家　茂樹 枽田　裕司
岡村　清治 福原　宏 滝澤　宏二 森川　隆宏
小村　幹夫 長屋　吉輝 藤岡　恵 牛尾　正則
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枽原　郁文 中島　健二 小畠　隆寛
丹　孝子 藤本　恵 加藤　典子
小畠　清資 久都内　文治 中塚　照美
内田　智久 松島　範明 柳原　ひとみ
藤井　孝弘 久保　芳彦 中川　省子
原田　康宏 山本　光信 金森　順子
胡子　久雄 新川　恵美 谷川　一佳
湯田　新 中山　昭彦 水戸　寛子
土師　正伸 村井　芳弘 伊藤　恭子
石田　真佐実 小畑　幸治 保田　円
宮野　美保 香川　豊志 藤江　順子
坂井　幸浩 大下　惠子 織田　智恵
滝村　純子 村井　康敏 坪井　一恵
安藤　桂 岩崎　真理 段原　このみ
伊藤　幸雄 平田　雅美 大平　秀雄
田中　利明 楢﨑　正生 原　誠一
相川　悟司 橋本　忍
岩木　理生 伴　公文
尾崎　等 中尾　洋治 HP未承諾者　1,237名
和泉元　強 廣川　直
松田　裕二 佐々木　正 賛助会員加入者(個人)合計　1,583名
植木　一郎 村田　吉弘
有森　康平 森　信吉
平田　和彦 溝下　明美
手賀　剛 三村　千秋
森　直毅 和泉　秀夫
野澤　久美 和田　晋
木下　健一 福馬　亮
正林　一彦 光友　芳文
重森　雅穂 木村　通幸
堂免　直樹 高畑　伸穂
松原　千奈美 立畑　薫
渡邉　俊二 川本　尚樹
芝山　潤一郎 今﨑　英明
湧田　ひとみ 大下　武彦
三浦　義之 森　雅利
森下　幸子 大久保　一久
畠山　洋二 中田　浩志
玉木　雅人 平本　英二
古本　久直 森貞　小百合
井上　和順 石田　尋実
吉岡　正憲 和田　麻里子
山根　強 山崎　聡
廣森　大造 富樫　正彦
佐藤　篤正 河野　祐子
土井　雅夫 仏圓　弘修
藤岡　博幸 川口　万里
清水　克宏 片岡　俊久
出廣　久司 蓮池　芳子
太田　直之 森川　瑞実
美越　克己 岡本　佳織
大本　司 桑原　豊
三宅　徹 安保　恵美子
岩井　正徳 久保田　早苗
笹田　清浩 和田　好美
影居　光子 西本　正頼
森下　隆志 丹　雅祥
新田　千佳子 瀬川　照幸
河内　琢爾 花本　和彦


