
1 昭24 卜部 壽 44 昭45 家 泰弘 1 準理事 平29 小林 千騎

2 昭26 山本 千里 45 昭45 水谷 嘉弘 2 準理事 平30 植村 真勝

3 昭28 椎名 國雄 46 昭45 砂永 恭子 3 準理事 平30 蔵谷 光希

4 昭29 大矢 晴彦 47 昭45 大久保 徹 4 準理事 平30 髙田 英晃

5 昭29 甲野 啓一 48 昭46 阿部 康行 5 監事 昭40 西井 杣夫

6 昭29 中村 好正 49 昭46 加藤 正樹 6 監事 昭43 岩越 万里

7 昭30 宮崎 喜美子 50 昭46 國方 洋一郎 7 監事 昭44 早川 良

8 昭31 藤澤 篤尚 51 昭47 宇田川 毅 8 監事 昭56 藤田 浩司

9 昭32 斉藤 徳浩 52 昭47 鈴村 純一 9 深井常務理事 昭29 庄内 正文

10 昭32 出耒 良將 53 昭49 五十嵐 豊 10 事務局長 昭42 伊﨑 正敏

11 昭33 小泉 護 54 昭49 石塚 隆太郎 11 事務局 昭35 山中 瑞江

12 昭33 髙澤 明敞 55 昭50 後藤 公一 12 事務局 昭45 久野 晴美

13 昭34 田辺 章 56 昭50 坂室 儀文

14 昭34 林 善紀 57 昭50 武田 優

15 昭35 明石 安央 58 昭50 増井 淳子

16 昭35 天野 晃秀 59 昭51 森川 友晶

17 昭35 多胡 壽恭 60 昭52 堀木 卓也

18 昭36 居林 眞夫 61 昭53 井坂 聡

19 昭36 竹内 敬康 62 昭53 後藤 薫

20 昭36 長谷川 博子 63 昭54 小倉 利彦

21 昭37 狐崎 晶雄 64 昭55 泉 卓男

22 昭37 藤岡 武義 65 昭55 小山田 美夏

23 昭37 大場 淑子 66 昭56 菊地 幸彦

24 昭38 岩田 達也 67 昭56 緒方 明子

25 昭38 玉谷 邦博 68 昭57 石村 明美

26 昭39 小口 浩一 69 昭57 時谷 あさみ

27 昭39 近藤 隆彦 70 昭58 田頭 章継

28 昭40 池 浩 71 昭58 山口 良宏

29 昭40 江森 民夫 72 昭59 久保 智之

30 昭40 佐藤 泰雄 73 昭59 須川 健太郎

31 昭41 岡本 和夫 74 昭59 青山 聡

32 昭41 宮本 三千夫 75 昭60 七星 浩也

33 昭42 川村 善久 76 昭60 松田 哲也

34 昭42 大亀 哲郎 77 昭61 木村 直人

35 昭42 太田 啓子 78 昭62 久保 德明

36 昭43 篠崎 宗助 79 昭63 麻生 正

37 昭43 岩越 万里 80 平1 宇田川 直久

38 昭43 長谷川 仁 81 平1 本間 亜佐子

39 昭44 須賀 潔 82 平6 藤井 一嘉

40 昭44 関谷 厚雄 83 平6 長倉 圭井子

41 昭44 中山 一夫 84 平13 守 一介

42 昭44 藤田 愼介 85 平19 相澤 香織

43 昭44 髙松 ひかる 86 平23 保田 和樹

87 平23 緑川 耀一
88 平25 久保 祐介
89 平26 渡邉 宏紀 出席総数 101名
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出席者名簿

出席理事 89/136名

監事 ４名
理事以外 8名


