
相川　裕 相原  宏         ＊ 青井　未帆 ＊ 青木　英二 青木　茂雄

青木　直美 青柳　靖美 ＊ 青山　友子 青山　友子　　　　　　　　赤石　あゆ子

安形　元伸 赤羽　幸生 赤堀　規子 秋本　典子 秋山　拓二　

あきやま　ひさし 秋山　吉則 芥川　祐征 浅井　旺 浅井　昭秋

＊ 浅井　春夫 浅井　満理子 朝岡　晶子 浅川　保 浅野　正

穴見　愼一 阿南　祐子 穴山　孝 阿部　英一郎　 阿部　和子

阿部　一智 阿部　勝二 安部　紗子 ★ 阿部　信行 阿部　房子

阿部　裕子 阿部　よし子 阿部　理恵子 天野　達志　　　 雨宮　廣美

雨宮　幸男 雨田　英一 綾崎　幸生 鮎沢　譲 新井　治

★ 荒井　潤 荒井　嘉夫 荒木　晧子 荒木　寛人 荒木　穂積

荒波　充子 有泉　三起子 ＊ 有原　誠治 ＊ 安斎　育郎 安藤　聡彦

飯島　滋明 飯島　春光　 飯塚　和彦 飯田　早苗 飯田　孝幸

伊井　直比呂 家村　秀也 五鬼上　久子 五十嵐　茂 五十嵐　政美

幾島　幸子 井口　省司 井口　博充 池上　惇 ★ 池上　東湖

池上　洋通　　　　　 池田　佳代 池田　力 池谷　孝司　 池谷　寿夫

池田　真澄 ＊ 池辺　晋一郎 池見　宏子 池　　恵 石井　貴子

石井　緑 ＊ 石川　晃弘 ＊ 石川　智士 石川　智香子 石川　道彦

★ 石川　康子 石川　喩紀子 石川　義明　 石黒　紀子 石田　寛子

石田　幸彦 ＊ 石田　雄 石塚　勝 石橋　昭雄 石原　邦彦　

石原　敏明 石原　真理子 石原　豊 石山　久男 伊豆　明夫

泉田　ゆうこ 泉　康子 板垣　雄三 一尾　勝子 Hiroko  R. Ichikawa

市川　まり子　　　　　　　　　　　　　   〇             一場　順子 市場　美雄　　 一見　真理子 ＊ 市村　由紀子

一盛　真 井筒　高雄 井出　勝正 井出　幸喜 出渕　登喜子

伊藤　和恵 伊藤　定良 伊藤　幸世 伊藤  順子 伊東　毅

伊藤　千里 伊藤　千尋 ＊ 伊藤　真 伊東　由紀夫 稲継　由美子

稲本　留美 猪野　亜朗　　　 井上　和重 井上　伸子 井上　典子

井上　啓 井上　文恵 井上　光興 猪ノ口　淳子 猪俣　哲

揖斐　俊雄 今井　至 今井　志郎 今崎　順生 入澤　佳菜

入山　三重子 岩井　さくら 岩上　照司 ＊ 岩佐　茂 岩佐　英夫

岩佐　仁志 岩嶋　信浩 岩附　正明 岩渕　浩子 岩本　あい子

岩本　努 市川　世紀 植上　一希 植田　敏子 上田　晴代

上田　裕子 上西　充子 ＊ 植野　妙実子 上野　京 上野　より子

上林　恭明 上原　公子 上原　龍 上村　清 宇佐見  陽一

鵜澤　希伊子 鵜澤　秀行 鵜澤　良江 ＊ 牛久保　秀樹 臼井　泰彦

内海　伸美 内海　寿子 ＊ 内田　功 内田　麻由子 内野　明和

内山　絢子 宇野　忠義 梅澤　哲也 ＊ 梅原　利夫 ＊ 浦田　賢治

浦野　東洋一 卜部　喜雄 江上　由香里 江口　哲夫 江田　伸男

＊ 江原　郊子 海老原　勉 遠藤　あかり 遠藤  秀賢 Junichro 　Endo

遠藤　道美 遠藤　裕子 大井　香苗 大井　靖子 ＊ 大浦　暁生

大久保　厚 ＊ 大久保　賢一 大久保　多津子 大久保　久雄 大久保　浩之

＊ 大熊　政一 大澤　英二 大澤　茉実 大島　一三 大柴　理穂

大島　朋光 ＊ 太田　明 ＊ 大竹　智 太田　光一 ＊ 太田　堯

大谷　猛夫 ＊ 大田　政男 ★ 大田　美和 大田和　亜希子 大谷　ちひろ

大塚　甫一 大塚　隆 大塚　とみ 大津　達三 大土　洋

＊ 大西　広 大貫　敦子 大能　清子 大野　哲夫 大野　寿夫

大野　行子 大橋　邦夫 大橋　基博　 大場　晴男 大浜　郁子



大平　由紀子 大松　重雄 大松　由紀子 大村　哲夫 大村　芳昭

大本　久美 大森　美紀彦 大屋　寿郎 大矢 勝 大山　正男

大和田　昌男 岡　憲司 岡崎　敬 小笠原　洋 岡田　寿美子

＊ 岡田　光好 岡本　幸子 岡本　みね子 岡安　喜三郎 岡安　信一

小川　修一 沖田　光子 荻野　佳津子 荻野　佳津子 沖村　民雄

奥平　せい子 小口　克巳 おくの 小栗　崇資 樋上　典子　

尾崎　眞喜夫 小沢　彰一　　 尾島　史洋 ＊ 尾関　周二 尾添　信枝

尾曾超　俊邦 尾立　きよ子 小田　登茂子 小田　文子 落合　司郎

落合　隆 小野　琢己 小野　博司 小野　方資 小畑　雅子

オプヒュルス鹿島ライノルト尾山　広 折原　利男 柿崎　繁 柿田　雅子　

葛西　恵美子 笠原　紀子 風間　みな美 梶原　政子 春日井　敏之

春日　正伸 片山一比古　　 片山 むぎほ 片寄　幸代 勝木　絋一　

勝木　葉子 勝野　正章 勝俣　洋子 桂　綾子 加藤  幸平

加藤　佐代子 加藤　節 加藤　忠甫 ＊ 加藤　文也 加藤  優⼆ 

加藤　由美子 角谷　由利 角谷　悦章 金井　恭子 金崎　千恵子

金澤　孝 ＊ 蟹澤　昭三 金子　光一 金子　浩一 金子　聡

＊ 兼子　仁 金子　広志 金子　由美子 金田　利子 金光　恵理　　　　

金本　武光 加納　貞彦 加納　孝代 上岡  伸雄 神蔵　幸子

＊ 上條　貞夫　 上之薗　幸子 神谷　扶由子 ＊ 神山　正弘 亀井　あつし

亀谷　和史 鴨志田　勇 唐橋　文 ＊ 河上　暁弘 ＊ 川上　詩朗

川上　美砂 川島　薫　 川島　俊雄 川嶋　均 川島　弘

川添　英雄 川添　浩 河野　良彦 河原　麻代 川村　隆

★ 川村　肇 瓦林　亜希子 菅野　光公 菅　晴子　　 ＊ 神戸　秀彦

気賀沢　忠文 気賀沢　芙美子 菊田　 豊男 菊池　 香苗 菊池   恵子

菊地  史朗 菊地  澄子 菊地　大輔 菊地　都美絵 菊地　知子

菊地　春代 菊本　伊佐子 岸　俊彦 記田　和子 北澤　正彦

北澤　富子 北田　道也 北中　掬江 北原　和夫 北原　和子

北見　秀司 北村　敦子 北山　善信 吉川　正人 橘内　克弘　

橘内　美由紀　 木下　誠 木下　満利子 木村　修 木村　太亮　　　

木村　民世 木村　浩則 ＊ 木村　光伸 木村　律子 喜山　嘉明

清川　輝基 曲渕　紀子　 清末　愛砂 Kiyota Akinori 吉良　純子

桐原　洋子 金馬　国晴 草野　いずみ 草野　滋之 ＊ 草場　裕之

草間　眞之介 楠　秀樹 葛巻　真希雄 ＊ 工藤　美和子 ＊ 久冨　善之

久保　勝彦 久保　恵子 ＊ 窪島　誠一郎 ＊ 久保田　和志 久保田　貢

久保庭　慧 熊倉　聡 久山　宗彦 倉田  かえ 蔵野　冨美子

栗原　文夫 栗原　喜子 栗谷　健一郎 栗山　美紅 ★ 黒岩　哲彦

黒木　信友 ＊ 黒田　兼一 源田　福夫 小泉　輝明 小泉　登志江

小泉　秀夫 小泉　広子 小泉　信 小泉　るみ子 小岩　りょう子

糀谷　陽子 行田　稔彦　 弘法堂　道子 桑折　千恵子 古賀　彰子

国分　明子 越田　利子 小島　芝竹 ＊ 小嶋　昌夫 小島　義和

小菅　久男 小関　慶太 ＊ 児玉　勇二 ★ 児玉　洋介 後藤　隆松

後藤　尚雄 後藤　裕子 日本子どもを守る会＊ 小中　陽太郎 小西　ヰネ子

小西　恵子 小西　順次 小林　巌 小林　克己 小林　久美子

小林　啓子 小林　幸代 小林　淳子 ＊ 小林　直樹 小林　美穂子

小林　洋子 小林　善亮 ＊ 小原　隆治 小堀　繭子 駒井　幸男

＊ 小松　長生 小宮山　綾乃 古守  公博 古来　勝巳 ゴンザレス・フアリ



近藤　一昭 近藤　君子 近藤　真理子 近藤　元成 斎藤　恵留子

斎藤　恵子 斎藤　孝 ＊ 斉藤　利彦 齋藤　史夫 斉藤　文子

斎藤　文清 齋藤　勝 齋藤　美江子 斎藤　佑史 斎藤　由美子

斎藤　容子 佐伯　政良 ＊ 早乙女　勝元 ＊ 五月女　光弘 酒井　忠光

坂井  尚美 酒井　則行 坂井　英希 坂井  日南多 坂本　龍一

桜井　歓　 桜井　幸子 桜井　千恵美 佐々木　准 佐々木　妙子

佐々木　立雄 佐々木　富雄 佐々木　久雄 佐々木　美鈴 佐々木　光明

佐々木　もも 佐々木　隆爾 ★ 佐々木　亮 佐々布　和子 ★ 笹本　潤

佐澤　靖朗 佐藤　功 ＊ 佐藤　一子 佐藤　香織 佐藤　香

佐藤　和夫 佐藤　順子 佐藤　純俊 佐藤　高樹 佐藤　弘

佐藤　洋史 佐藤　広美 佐藤　学 佐藤　泰男　 佐藤　康尚

佐藤　八雷 ＊ 佐貫　浩 佐野　順子 猿木　恭二 澤田　悦子

＊ 澤藤　統一郎 澤　佳成 塩尻　和子 汐見　稔幸 重稲　圭子

重松　れい子　　 志田　陽子 信夫　鉄也 柴田　順吉 柴田　智悦

柴田　鉄次 島津　愛子 ＊ 島薗　進 島田　修一 シマブクロ カズミ

志摩　陽伍 志水　和宏 清水　和博 清水　民男 清水　千恵子

清水　雅彦 清水　雄三郎 志村　伸之 下川  潔 下川  浩 

下里　彩香 下田精氵齊二朗　　　　　下地　秀樹 下野　登美子 ＊ 下村　由一

首藤　万千子 庄司　春子　 ＊ 庄司　洋子 庄司　惠雄　 城　秀孝

菖蒲澤　正子 白石　直美 白濱　洋征 城田　武徳 任海　ユリ

進藤　浩伸 進藤　玲子 ＊ 新船　海三郎 新樂　智夫 ＊ 杉浦　ひとみ

杉浦　正幸 杉田　明宏 杉田　敦 杉野元　はじめ ＊ 杉原　泰雄

杉見　朝香 杉村　智子 杉本　摂 杉本　猛 杉山　康佑

鈴木　あかね 鈴木　昭典 鈴木　彰 鈴木　勝雄 鈴木　享子

鈴木　邦子 鈴木　健司 鈴木　孝十郎 鈴木　三郎 鈴木　潤一

鈴木　順子 ＊ 鈴木　慎一 鈴木　大裕 鈴木　敏則 鈴木　トミ子

鈴木　ヒデヨ 鈴木　真央 鈴木　正洋 ★ 須藤　敏昭 関口　暢子

関根　義夫　 関　博之 関　文子 脊戸　敏子 千賀谷　裕太郎

仙田　富久 相馬　友子 相馬　佳子 添田　早俊 曾我　惇人　　　　　　　　　　　〇

曽田　和子 染矢　ゆう子 S Suolinga 高木　隆造 たかしま　ようこ

高杉　裕　 高杉　光代 高瀬　恵美 高田　光 高野　ゆかり

高野　芳宏 高橋  謙 高橋　絢子 高橋　弘明　　　　　　　高橋　フミ子

高橋　真紀 高橋　正美 高橋　芳男 髙畠　克子 ＊ 高原　伸夫

高原　美智子 高比良　美穂 高渕　淳子 ★ 高部　優子 高村　節子

高村　千代子 高良　鉄美 滝口　正樹　　 滝口　優 武井　一樹

武石　勲 ＊ 武井　由起子 竹内　洋子 竹迫　祐子　　　　 竹澤　大史

武田　泰典 武田　佳子 武智　多恵子 竹本　真希子 田極　弘治

田崎　敏孝 ＊ 田島　伸二 田島　満子 田代　真人 立柳　聡

伊達　成子 蓼沼　紘明 立松　隆二 ＊ 田中　哲 田中　英治

田中　和宏 田中　茂 田中　淳子 ＊ 田中　孝彦 田中　武雄

田中　トシ子 田中　富子 田中　真　　　　 田中　眞人 ＊ 田中　正昭

田中　正美 田中　美智子 ★ 田中　祐児 田中　昌弥 田邉　浩子

谷口　早苗 ＊ 谷口　捷生 谷崎　喜治 谷田　怜海 田沼　弘子

田村　茂俊 田村　清治 田村　平蔵 田村　真広 たむら　ろく

＊ 俵　義文 丹治　京子 近森　拡充 知識　明子 長堂  登志子   ;

束川　宏　 月出　皎司 次原　邦夫 辻田　和代 ＊ 津田　玄児



★ 津田　櫓冬 土田　謙次 土野　瑞穂 土屋　基規 ＊ 常岡　靖夫

常田　武 角井　てんこ ＊ 坪井　節子 坪川　広子 鶴田　満彦

鄭　扇伊 手塚　俊明 寺井  一弘　  寺尾　彩子 寺尾　安子

寺崎　昌男 寺島　一夫 寺島　やえ 寺島　芳江 土井　章弘

ドゥマンジュ恭子 磨田　俊司  　 土岐　延子 徳島　巌 道正　洋三

戸田　伸夫 戸塚　恵子 殿村　峯代 飛山（勝田）幸男 Tomabechi Schin 

富田　明子 富永　悦子 ＊ 豊田　佳二 内藤　隆志 内藤　雅義

内藤　理榮子 ＊ 永井　憲一 中井　睦美 仲内　節子 長岡　顯

中尾　忍　　 長尾　晴人 永上　敬 中川　明 中川　進

中河原　良子 中里　美郷 長澤　栄治 中澤　久美 長澤　真史　

長澤　成次 中嶋　昭 中島　暁子 長嶋　圭二 中島　紀子

＊ 永田  浩三 中田　順子 永田  美代 中束　正典 ＊ 中野　晃一

＊ 中野　昌宏 中原　節子 ＊ 中溝　ゆき 中満　夕紀子 中村　愛理

中村　昭男 中村　桂子 中村　桂子 中村　秀一郎 中村　尚史

中村　ひで子 ＊ 中村　雅子 中村　将裕 中村　由紀男 中村　隆一

＊ 中森　孜郎 中山　滋樹 中山　百合 奈須野　敏秋 七実の木保育園

鍋島　孝敏 行方　清子　　 成田　恵美子 成田　義光 鳴子　博子

＊ 成嶋　隆 成瀬　公質 ＊ 新倉　修 新倉　治彦 新島　利佳

二木  憲夫 西海　真樹　 西川　香子 西川　貴大 西河内　靖泰

西崎　文子　　 ＊ 西紘　洋 新田　緑 二瓶　由美子　　 仁村　議子

韮沢　明 丹羽　徹 Nukui Reiko 沼口　博 根岸　節子

野口　栄治 ★ 野口　薫 野口　信治 野嶋　千絵 野田　弘

野田　康博　　 野原　由利子 ＊ 野村　武司 野村　大也 野元　晋

＊ 箱崎　作次 箱山　富美子 ＊ 橋口　秀樹 ＊ 橋本　早苗 橋本　紀子

＊ 橋本　佳子 長谷川　英俊 長谷川　公子 長谷川　友彦 長谷川　宏 

＊ 長谷場　健 畑　潤 畠山　菜月 片山　一比古 八馬　武徳　

八田　次郎 服部　英二 花岡　蔚 takashi hanada　 ★ 塙　淸子　

＊ 馬場野　成和 ＊ 馬場　雅史 羽渕　三良 ★ 浜地　道雄 浜田　佳代子

浜田　桂子 ★ 濱田　光一 浜中　みち子 林　克行 早瀬　和宏

＊ 早野　透 羽山　徹 原　和美 原  成吉 原田　敬一

原　健 原  健 原田　誠 ＊ 原　貞次郎 韓　亜由美　　　　

楾　大樹 氷山　信廣 疋田　哲也 ＊ 樋口　陽一 日暮　かをる

久　紀美雄 平石　直昭 平井　美津子 平井　ゆり 平尾　潔

平田　明生 平田　恵美 平田　尚美 平野　康弘 平野　裕二

平山　敏秋 広瀬  やすこ 広田　和典 ＊ 廣渡　清吾 深沢　美幸

深谷　静雄 福田　泰子 ＊ 藤江　昌嗣 ＊ 藤岡　貞彦 藤岡　武義

藤木　邦顕 藤田　彩花 藤田　和弘 藤田　毅　  藤田　秀雄

藤平　育子 伏見  碩二　　　　　　　　　　藤村記一郎 藤村　博志 藤本  斉

藤本　文朗 藤原　良彦 二木  由利子 船尾　徹 船橋　旭 

布能　数久 古川　武男 古川　ひろすけ 古沢　広祐 古橋　淑子

保科　由紀子 星野　幸子 細井　彦男 細沼　淑子 堀内　文兵

★ 堀尾　輝久 本川　タケ子 本條　勤 本田　久美子 本間　登志雄

前川　浩⼦ 前田　能成 牧野　勉 牧原　由美子 増子　忠道

増島　満 増田　啓介 益田　保彦 増本　千佐子 増山　均

松井　和夫 ★ 松井  ケティ 松井　幸二 松井  久子 松井　秀鷲

松浦　賢三 松浦　涼子 松岡　慎一郎 松岡　智広 松沢　春菜



松澤　正人　 松下　たえ子 松田　青子 松田　輝美 松田　俊道

松原　広之 ＊ 松村　忠臣　 松本　圭朗 松本　静雄　　 松本　順子

松本　拓也　　　　　　　　　　　松本　秀俊 松本　太 松本　孚 松本　正孝

松元　幸江 松山　京子 丸山　彰 ★ 丸山　重威 三浦　一夫

三浦　久美子 三浦　聡雄 ＊ 三浦　永光 ＊ 三浦　信孝 ＊ 三上　昭彦

Miki　 Bay   　　　　　　 〇　　　　三木　裕和 水上　秀之 水崎　富美 水野　磯子

水野　哲夫 水野　浩 水野　良子 溝口　昇 三谷　康司

三谷　幸子 三橋　あゆみ　　　　 三村　彩子 宮尾　篤 宮川　尚暉

宮川　義弘 宮川　義弘 宮錦　万文 ＊ 三宅　征子 三宅　曜子

＊ 宮坂　琇子 宮下　直樹　   宮下　与兵衛　   ＊ 宮地　智広 宮武　真希

宮地　正人 宮村　治雄 ＊ 宮本　憲一 ★ 宮盛　邦友 宮良　泰

三代川　晴一 三輪　定宜 向山　三樹 村井　敏邦 　 村上　和鴻

村上　道代 村上　ゆみ⼦      むらき　数子 村杉　めぐみ 村田　君江

村田　妙子 村田　靖 村田　優子 村山  正之 目黒　ユキ子

★ 目良　誠二郎 毛利　裕子 最上　ゆかり 望月　彰 森岡　修一

森上　愛佳 森下　育代 森永　正治 森本　早智子 森本　由紀
森山　薫 森脇　靖彦 ＊ 八木　絹 矢口　昌子 矢崎　征枝
矢島　由里子 安川　順子 柳井　英雄 ＊ 柳沢　遊 柳澤　祐子
柳田　智 ＊ 山秋　真 ＊ 山内　敏弘 山内　芳衛　　 山形　朋子
山岸　秀 山口　暁子 山口　あずさ 山口　悦子 山口　マチ子
山口　光明　　　 山口　良二 山下　淳一郎 山下　次夫 山下　似子
山下　雅彦 山下　恵 山下　由佳 山城　峻一 ★ 山田　功
山田　千明 山田　寿則 山田　夕凪 山根　和代 ＊ 山室　信一
山本　晶子 山本　宏充　　 山本　真美　　 湯浅　妙子 結城　香澄
横井　夏子　 横関　顕　 横瀬　博 横田　文夫 横地　卓哉 
横山　千恵 横山　実 横山　基晴　 ★ 横湯　園子 吉岡　力
吉岡　政昭 吉岡　泰子 吉川　成美　 吉川　正人 吉住　知文

＊ 吉田　喜一 吉田　征洋 吉田　典裕 吉田　昌弘 吉田　守
吉留　英雄 吉野　千枝子 吉葉　清子 ＊ 吉峰　康博 ＊ 世取山　洋介
米倉　勉 米田　和秀 米田　久美江 米田　佐代子 米田  雅幸　　     
米堀　瑞子 米山　昭博 米山　美保 米山　義盛 和田　篤
和田　勇 和田　敏子 渡辺　恵津子 ＊ 渡辺　治 渡辺　和子
渡辺　佳都⼦ 渡邊　敬子 渡辺　智男 渡辺　眞知⼦ 渡辺　三枝子
渡部　謙一 和田　隆子 二石　将志 


