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昭和5年 木村 正一 2000 昭和19年 川邉 一幸 2000 昭和23年 宮崎 廣公 2000 昭和26年 志田 重二 2000

昭和8年 内田 宏 2000 昭和19年 細谷 周三 12000 昭和23年 谷田部 満 4000 昭和26年 篠崎 忍 2000

昭和8年 島田 宏 2000 昭和19年 井上 定雄 2000 昭和23年 山口 進 2000 昭和26年 島田 徳雄 2000

昭和8年 小島 孝男 2000 昭和19年 宮内 謙二郎 3000 昭和23年 米沢 章聖 3000 昭和26年 新谷 秀雄 5000

昭和8年 戸田 春吉 2000 昭和19年 師岡 武男 2000 昭和23年 渡辺 明 3000 昭和26年 周郷 紀男 5000

昭和9年 島 照天 3000 昭和19年 湯浅 佐平 2000 昭和23年 渡邊 幸四郎 6000 昭和26年 鈴木 貫太郎 2000

昭和9年 山崎 紀夫 2000 昭和19年 吉村 義彦 2000 昭和24年 石橋 松蔵 3000 昭和26年 高津 直利 2000

昭和10年 梅村 輝 2000 昭和20年 新井 斌 2000 昭和24年 伊藤 隆義 2000 昭和26年 鶴岡 洋 2000

昭和10年 大木 永安 2000 昭和20年 石原 信義 3000 昭和24年 内海 敏雄 2000 昭和26年 寺田 正一 2000

昭和11年 河西 義雄 2000 昭和20年 大野 利男 10000 昭和24年 信田 正雄 3000 昭和26年 古谷 寮佑 3000

昭和11年 菊間 建夫 2000 昭和20年 小坂 昭雄 2000 昭和24年 兼坂 博 2000 昭和26年 吉岡 雅 2000

昭和11年 近藤 哲男 2000 昭和20年 宍倉 富士雄 2000 昭和24年 鬼澤 宗之 2000 昭和26年 緑川 潤太朗 2000

昭和11年 高橋 一善 5000 昭和20年 篠崎 辰夫 5000 昭和23年 川島 滋 2000 昭和26年 米澤 正行 7000

昭和11年 松戸 正巳 5000 昭和20年 鶴岡 昭治 2000 昭和23年 篠丸 頼之 2000 昭和27年 石井 東 3000

昭和11年 森田 均 2000 昭和20年 長谷川 照善 5000 昭和23年 鈴木 千尋 4000 昭和27年 伊藤 道雄 2000

昭和11年 吉崎 光彦 4000 昭和20年 比留間 尚 7000 昭和23年 鈴木 富士夫 3000 昭和27年 井原 源一 2000

昭和12年 平山 政司 2000 昭和20年 安川 政好 2000 昭和24年 高品 弘 5000 昭和27年 岩井 善瞭 3000

昭和12年 藤倉 孝次郎 2000 昭和20年 稲垣 峰一 2000 昭和24年 土井 國譽 2000 昭和27年 上野 明 2000

昭和12年 森田 繁太郎 10000 昭和20年 小川 武男 5000 昭和24年 成毛 与重 2000 昭和27年 生形 誠司 3000

昭和13年 押尾 精一 2000 昭和20年 小田 穣 12000 昭和24年 小川 正夫 10000 昭和27年 大沢 伸孝 2000

昭和13年 川島 一郎 3000 昭和20年 笠井 義弘 5000 昭和24年 高橋 正 2000 昭和27年 大橋 正信 2000

昭和13年 篠原 正男 2000 昭和20年 後藤 一郎 2000 昭和24年 高橋 雄一郎 2000 昭和27年 押尾 禎一 2000

昭和13年 藤橋 泰男 2000 昭和20年 鈴木 正剛 2000 昭和24年 長谷川 誠 2000 昭和27年 海保 實 3000

昭和14年 莇 栄吉 2000 昭和20年 清宮 文雄 2000 昭和24年 染谷 達夫 2000 昭和27年 金子 静雄 3000

昭和14年 國友 忠一 3000 昭和20年 根本 英雄 2000 昭和24年 幡鎌 嘉男 2000 昭和27年 狩野 庄司 2000

昭和14年 関山 進 2000 昭和20年 平山 清太郎 2000 昭和24年 藤方 和 4000 昭和27年 川名部 賢三 3000

昭和14年 塚本 敬 22000 昭和20年 松本 暢雄 10000 昭和24年 宮本 栄 2000 昭和27年 木村 芳郎 2000

昭和15年 池 二郎 10000 昭和20年 長沢 豊 2000 昭和24年 山田 操 2000 昭和27年 久保 勇夫 4000

昭和15年 桜井 照芳 2000 昭和20年 山﨑 義人 12000 昭和25年 稲好 康司 4000 昭和27年 隈部 靖雄 4000

昭和16年 粟津 慶二郎 2000 昭和20年 渡貫 孚文 10000 昭和25年 今井 喜久治 5000 昭和27年 佐藤 強 10000

昭和16年 莇 勇衛 5000 昭和21年 出山 隆 2000 昭和25年 岩井 修 2000 昭和27年 塩野谷 章司 3000

昭和16年 大川 秀雄 2000 昭和21年 西郡 義三 2000 昭和25年 岩井 和男 2000 昭和27年 重田 衛 2000

昭和16年 大野 良亮 2000 昭和21年 長澤 健次 2000 昭和25年 加藤 哲夫 2000 昭和27年 林 昭 10000

昭和16年 岡本 鉄夫 10000 昭和22年 岩沢 哲 3000 昭和25年 川村 正信 2000 昭和27年 菅谷 茂 2000

昭和16年 篠田 弘 2000 昭和22年 奥澤 昌道 3000 昭和25年 栗原 龍太郎 2000 昭和27年 杉本 憲一 6000

昭和16年 関根 雅美 2000 昭和22年 兼坂 博之 2000 昭和25年 桑原 久 2000 昭和27年 小池 敏兄 2000

昭和16年 竹内 守 2000 昭和22年 河越 了一 3000 昭和25年 桜井 実 2000 昭和27年 高野 顕彦 2000

昭和16年 錦織 武男 2000 昭和22年 篠原 信孝 5000 昭和25年 佐瀬 隆 2000 昭和27年 髙宮 一知 2000

昭和16年 相沢 公二 2000 昭和22年 鈴木 国男 2000 昭和25年 佐瀬 豊 2000 昭和27年 高山 正雄 2000

昭和17年 石田 恒利 2000 昭和22年 大徳 孟夫 3000 昭和25年 川島 二郎 2000 昭和27年 田中 泰助 2000

昭和17年 村岡 正寛 10000 昭和22年 丸 弦平 2000 昭和25年 鈴木 健弘 3000 昭和27年 谷口 清司 5000

昭和17年 大場 正男 5000 昭和22年 深山 与四男 2000 昭和25年 鈴木 佐 2000 昭和27年 鶴岡 喜嗣 3000

昭和17年 菊間 英夫 5000 昭和22年 渡辺 庄一郎 2000 昭和25年 清宮 光雄 2000 昭和27年 寺田 州夫 2000

昭和17年 栗山 茂 5000 昭和22年 渡辺 康 5000 昭和25年 土井 偉誉 2000 昭和27年 戸井 和雄 2000

昭和17年 鈴木 宣虎 2000 昭和23年 伊藤 純一 3000 昭和25年 永田 昌之 2000 昭和27年 中川 寛 2000

昭和17年 檜貝 信一郎 2000 昭和23年 井原 利雄 4000 昭和25年 井上 義則 4000 昭和27年 中島 吉啓 3000

昭和17年 目良 正雄 4000 昭和23年 鈴木 節夫 5000 昭和25年 永野 仁 5000 昭和27年 新妻 淳 2000

昭和17年 山下 孫三郎 10000 昭和23年 圓城寺 信夫 2000 昭和25年南波佐間 雅夫 5000 昭和27年 林 虔樹 2000

昭和18年 鳥光 喜矩雄 2000 昭和23年 大野 進一郎 2000 昭和25年 林 隆 4000 昭和27年 平野 隆 3000

昭和18年 大増 信一郎 2000 昭和23年 景山 實 10000 昭和25年 細矢 正雄 10000 昭和27年 藤崎 勝生 2000

昭和18年 高平 嘉幸 5000 昭和23年 海保 雄次 2000 昭和25年 三橋 弥太郎 2000 昭和27年 紅谷 豊 3000

昭和18年 田久保 穣 2000 昭和23年 菊間 昭夫 2000 昭和25年 白石 茂雄 4000 昭和27年 真瀬 憲市 10000

昭和18年 西村 是一 2000 昭和23年 小別当 清助 2000 昭和25年 保岡 陸朗 10000 昭和27年 武藤 宏 2000

昭和18年 橋詰 大成 2000 昭和23年 加勢 幸三 2000 昭和25年 吉岡 武夫 2000 昭和27年 森 健壽 2000

昭和18年 長谷川 博道 3000 昭和23年 斉藤 進 2000 昭和26年 石川 恒雄 6000 昭和27年 横山 金次郎 7000

昭和18年 肥後 満 5000 昭和23年 大島 司 12000 昭和26年 大沢 正 6000 昭和28年 県 俊弘 2000

昭和18年 蛭間 鼎 2000 昭和23年 篠原 末松 2000 昭和26年 高橋 直之 2000 昭和28年 秋葉 二郎 2000

昭和18年 藤江 孝 2000 昭和23年 清宮 和夫 2000 昭和26年 豊口 民雄 5000 昭和28年 石渡 日出男 3000

昭和18年 紅谷 由雄 5000 昭和23年 土井 誠夫 12000 昭和26年 北詰 富治 10000 昭和28年 宇佐見 猛 5000

昭和19年 五十嵐 忠良 10000 昭和23年 成尾 正昭 2000 昭和26年 木村 浩 3000 昭和28年 大木 一三 5000

昭和19年 石井 克巳 7000 昭和23年 花沢 琢己 3000 昭和26年 木村 正徳 2000 昭和28年 大田 洋 2000

昭和19年 柿内 宏敏 2000 昭和23年 花島 豊 2000 昭和26年 古西 一 2000 昭和28年 大野 一二 2000

昭和19年 香取 重利 2000 昭和23年 平田 重善 2000 昭和26年 渡貫 博孝 5000 昭和28年 大野 寿夫 5000
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昭和28年 小川 長宏 2000 昭和30年 清宮 光雄 2000 昭和32年 森田 彌世 2000 昭和35年 芦田 坦 2000

昭和28年 小野 静夫 2000 昭和30年 関口 行蔵 2000 昭和32年 高橋 巌 4000 昭和35年 安部 盛雄 2000

昭和28年 海保 允 5000 昭和30年 高宮 良一 2000 昭和32年 中村 雅勇 3000 昭和35年 石川 俊雄 2000

昭和28年 篠原 栄治 2000 昭和30年 寺田 哲夫 3000 昭和32年 根本 武文 3000 昭和35年 石田 直之 2000

昭和28年 金子 豊明 12000 昭和30年 羽根井 信俊 2000 昭和32年 桑原 輝子 3000 昭和35年 伊藤 茂 2000

昭和28年 上原 英二 2000 昭和30年 林田 祐幸 2000 昭和32年 山里 弘之 3000 昭和35年 伊藤 勉 2000

昭和28年 木村 武夫 2000 昭和30年 門山 和也 2000 昭和32年 山本 守重 10000 昭和35年 岩澤 善昭 2000

昭和28年 郡司 俊蔵 2000 昭和30年 矢口 哲雄 4000 昭和33年 秋山 尚功 2000 昭和35年 岩舘 紀 3000

昭和28年 澤谷 一夫 2000 昭和30年 山崎 孝夫 2000 昭和33年 麻野 光政 5000 昭和35年 生形 政己 2000

昭和28年 白鳥 庄之助 5000 昭和30年 青木 恒孝 5000 昭和33年 荒井 洸 4000 昭和35年 榎澤 秀彦 3000

昭和28年 麻尾 康孝 2000 昭和30年 吉井 勇 3000 昭和33年 石井 幸男 2000 昭和35年 渡貫 由高 2000

昭和28年 高橋 正典 2000 昭和31年 飯田 勉 1000 昭和33年 市原 英雄 2000 昭和35年 仲田 孝子 2000

昭和28年 高山 孝雄 7000 昭和31年 大崎 豊子 2000 昭和33年 伊藤 弘世 2000 昭和35年 小倉 良信 2000

昭和28年 竹内 一憲 4000 昭和31年 佐久間 善男 7000 昭和33年 内海 五郎 10000 昭和35年 織田 富士夫 2000

昭和28年 寺田 功 2000 昭和31年 市原 春之 2000 昭和33年 大木 汎 2000 昭和35年 片野 丈男 4000

昭和28年 法輪 文秀 2000 昭和31年 岩井 正一 3000 昭和33年 大木 和 3000 昭和35年 京増 義久 2000

昭和28年 樋口 武昭 2000 昭和31年 大島 赳 2000 昭和33年 大塚 進 10000 昭和35年 鬼島 紘志 2000

昭和28年 藤井 毅 10000 昭和31年 大竹 富子 5000 昭和33年 岡本 ユミ 2000 昭和35年 秋山 久子 2000

昭和28年 牧野 宏 2000 昭和31年 大野 優身 2000 昭和33年 木村 亨 10000 昭和35年 塩野谷 彰彦 2000

昭和28年 深山 泰嗣 2000 昭和31年 岡本 好一 2000 昭和33年 斉藤 悌司 2000 昭和35年 中茎 由美 5000

昭和28年 渡辺 博司 2000 昭和31年 神山 光明 4000 昭和33年 佐々木 弘美 4000 昭和35年 菅沼 秀雄 2000

昭和29年 東 潔 12000 昭和31年 向後 正己 4000 昭和33年 杉浦 幸一 5000 昭和35年 杉山 健 2000

昭和29年 小川 房子 12000 昭和31年 小林 雄二 3000 昭和33年 鶴岡 雅子 2000 昭和35年 鈴木 貞郎 5000

昭和29年 石井 利夫 2000 昭和31年 斉藤 勝也 2000 昭和33年 須田 武 2000 昭和35年 鈴木 健夫 2000

昭和29年 岩田 幸三 3000 昭和31年 斉藤 務 3000 昭和33年 滝沢 勝行 3000 昭和35年 鈴木 鐵洋 5000

昭和29年 粕谷 義行 2000 昭和31年 桜井 恒平 5000 昭和33年 成毛 輝雄 4000 昭和35年 鈴木 満寿男 4000

昭和29年 加瀬 誠 2000 昭和31年 宍倉 睦美 2000 昭和33年 山崎 昭男 5000 昭和35年 鈴木 ヨシ 10000

昭和29年 川口 弘 2000 昭和31年 篠田 圭司 2000 昭和33年 長谷川 和広 2000 昭和35年 清宮 栄 2000

昭和29年 川嶋 忠 3000 昭和31年 瀬戸 勝 2000 昭和33年 阿部 栄子 2000 昭和35年 根岸 幸枝 2000

昭和29年 川嶋 徳良 2000 昭和31年 高橋 純夫 2000 昭和33年 松田 英和 2000 昭和35年 田代 秀之 2000

昭和29年 北澤 治子 2000 昭和31年 武澤 五郎 2000 昭和33年 宮下 俊介 2000 昭和35年 立田 文子 4000

昭和29年 倉田 信寛 2000 昭和31年 市村 順子 5000 昭和33年 宮本 昭 4000 昭和35年 田中 淳三 2000

昭和29年 小久保 悦子 5000 昭和31年 田辺 光宏 3000 昭和33年 石井 裕 2000 昭和35年 鶴田 由一 3000

昭和29年 齊藤 秀典 9000 昭和31年 谷平 稔 2000 昭和33年 山田 謙四郎 2000 昭和35年 中村 弘 3000

昭和29年 八木 義晃 5000 昭和31年 荒井 督子 2000 昭和33年 綿貫 敏雄 2000 昭和35年 萩原 和子 2000

昭和29年 菅原 政人 3000 昭和31年 寺田 勉 12000 昭和34年 秋山 正樹 2000 昭和35年 鳩谷 敏夫 5000

昭和29年 杉山 忠男 2000 昭和31年 出山 嘉一 10000 昭和34年 浅井 芳夫 3000 昭和35年 羽根井 猛 2000

昭和29年 小林 かほる 2000 昭和31年 成毛 正広 2000 昭和34年 阿部 文朗 5000 昭和35年 日暮 正己 2000

昭和29年 笠原 照明 12000 昭和31年 野本 泰正 2000 昭和34年 饗場 美智子 4000 昭和35年 廣澤 澄晴 5000

昭和29年 鳴田 典明 3000 昭和31年 長谷川 洋二 2000 昭和34年 鵜沢 宏司 2000 昭和35年 堀部 純一 6000

昭和29年 野橋 栄子 2000 昭和31年 花沢 武志 2000 昭和34年 大野 恒夫 2000 昭和35年 村上 英祥 3000

昭和29年 長谷川 健一 10000 昭和31年 羽根井 秀夫 2000 昭和34年 岡野 聖 2000 昭和35年 八角 敏正 2000

昭和29年 羽根井 義一 2000 昭和31年 濱田 常吉 5000 昭和34年 小川 功 5000 昭和35年 吉田 毅 2000

昭和29年 原 弘行 2000 昭和31年 藤崎 豊 2000 昭和34年 押尾 美知子 4000 昭和36年 石川 邦紘 10000

昭和29年 藤﨑 政義 3000 昭和31年 岡田 民雄 12000 昭和34年 渡辺 幸子 2000 昭和36年 石橋 和則 2000

昭和29年 上山 正子 5000 昭和31年 鈴木 利 3000 昭和34年 鹿熊 勝昭 2000 昭和36年 石渡 良徳 2000

昭和29年 小倉 孝子 5000 昭和31年 宮内 文雄 2000 昭和34年 勝田 治子 2000 昭和36年 伊藤 眞樹 2000

昭和29年 山田 重満 3000 昭和31年 宮崎 優 2000 昭和34年 川城 操 2000 昭和36年 伊藤 良高 4000

昭和30年 秋山 実 4500 昭和31年 三本 英通 2000 昭和34年 木内 正久 5000 昭和36年 岩田 成喜 4000

昭和30年 浅見 庫造 2000 昭和31年 山崎 重信 2000 昭和34年 木村 博行 3000 昭和36年 山口 淳子 2000

昭和30年 西村 美智子 2000 昭和31年 山崎 正徳 2000 昭和34年 土田 成子 5000 昭和36年 小川 俊雄 10000

昭和30年 狩野 雅男 2000 昭和31年 吉野 昇 10000 昭和34年 斉藤 安正 2000 昭和36年 小川 きよ 3000

昭和30年 大野 鋼太郎 3000 昭和32年 飯塚 進 2000 昭和34年 高橋 一夫 2000 昭和36年 矢島 翠子 2000

昭和30年 大木 みわ 5000 昭和32年 石井 才智 2000 昭和34年 田中 秋夫 2000 昭和36年 松戸 恵子 2000

昭和30年 大西 美枝子 2000 昭和32年 押尾 昇一 2000 昭和34年 土田 宏昭 5000 昭和36年 栗山 秀太良 5000

昭和30年 川崎 只雄 10000 昭和32年 宮内 真琴 2000 昭和34年 土屋 幸文 2000 昭和36年 吉田 正利 2000

昭和30年 木皿木 元 10000 昭和32年 岩井 一男 3000 昭和34年 中台 誠 7000 昭和36年 幸田 暢夫 12000

昭和30年 古賀 正人 5000 昭和32年 岩淵 享 3000 昭和34年 深井 葉子 2000 昭和36年 南川 總子 2000

昭和30年 越川 和哉 5000 昭和32年 生形 孝夫 10000 昭和34年 長澤 正之 3000 昭和36年 鈴木 洵子 2000

昭和30年 斉藤 初 3000 昭和32年 荻原 和夫 5000 昭和34年 牧野 多慶子 2000 昭和36年 竹内 正夫 2000

昭和30年 佐藤 良一 3000 昭和32年 押尾 文雄 7000 昭和34年 村田 好一 3000 昭和36年 竹蓋 秋穂 2000

昭和30年 鈴木 明 5000 昭和32年 加藤 武夫 2000 昭和34年 山本 悦丸 5000 昭和36年 徳江 紀子 4000

昭和30年 鈴木 勲 3000 昭和32年 栗田 博光 2000 昭和34年 渡辺 義資 2000 昭和36年 田辺 俊彦 2000
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昭和36年 辻 正機 2000 昭和37年 花村 満征 2000 昭和38年 山本 節 4000 昭和41年 石塚 弘 2000

昭和36年 釣巻 慈子 4000 昭和37年 林 茂樹 2000 昭和38年 湯浅 正則 3000 昭和41年 今井 智子 2000

昭和36年 森田 照子 3000 昭和37年 平川 敬一 12000 昭和38年 角倉 ひさ子 2000 昭和41年 上江洲 智海 2000

昭和36年 中野 美光 2000 昭和37年 田中 茂子 2000 昭和38年 新井 智子 2000 昭和41年 牛嶋 輝 2000

昭和36年 新妻 敬 5000 昭和37年 石井 法子 2000 昭和39年 赤崎 邦雄 7000 昭和41年 小川 粮子 2000

昭和36年 多田 和子 5000 昭和37年 保谷 馨 2000 昭和39年 秋山 和意 2000 昭和41年 大谷 五郎 3000

昭和36年 雨宮 匡世 5000 昭和37年 前野 勝利 5000 昭和39年 大木 きみ子 7000 昭和41年 高野 幸子 2500

昭和36年 三橋 明 2000 昭和37年 在原 篤子 2000 昭和39年 柴倉 紀美代 4500 昭和41年 藤橋 陽子 10000

昭和36年 山崎 俊朗 2000 昭和37年 森 清貴 5000 昭和39年 石橋 勝利 2000 昭和41年 加藤 絢子 2000

昭和36年 佐久間 富男 2000 昭和37年 山崎 輝子 5000 昭和39年 石渡 和子 2000 昭和41年 伊藤 千枝子 3000

昭和36年 湯浅 丈夫 3000 昭和37年 濱中 喜美子 2000 昭和39年 田中 久子 2000 昭和41年 木村 俊幸 4000

昭和36年 吉岡 信夫 2000 昭和37年 山本 刢 3000 昭和39年 征矢 ツギ子 5000 昭和41年 加藤 浩子 2000

昭和36年 吉岡 正孝 2000 昭和37年 湯浅 正尚 3000 昭和39年 藤倉 良夫 2000 昭和41年 斉藤 恵美子 5000

昭和36年 吉岡 良夫 2000 昭和37年 林 澄子 2000 昭和39年 牛玖 昌弘 2000 昭和41年 佐川 幸夫 2000

昭和37年 浅見 邦男 2000 昭和37年 幸田 稜子 2000 昭和39年 小泉 尚子 2000 昭和41年 下田 幹夫 2000

昭和37年 安蒜 嘉栄 5000 昭和37年 渡辺 正男 3000 昭和39年 梅村 光枝 3000 昭和41年 白鳥 政夫 2000

昭和37年 池田 勝治 2000 昭和37年 渡貫 雄一 22000 昭和39年 小嶋 正夫 2000 昭和41年 鈴木 明夫 5000

昭和37年 板倉 洋一 4000 昭和38年 粟生 雄四郎 10000 昭和39年 白鳥 正治 2000 昭和41年 鈴木 正一 2000

昭和37年 伊藤 政彰 2000 昭和38年 朝日 章 10000 昭和39年 実川 宏基 2000 昭和41年 諏訪原 俊一 2000

昭和37年 伊原 清司 2000 昭和38年 莇 英雄 2000 昭和39年 内藤 カツ子 2000 昭和41年 髙橋 行雄 5000

昭和37年 工藤 美紗子 2000 昭和38年 飯倉 肇 10000 昭和39年 鈴木 尚 2000 昭和41年 宍戸 妙子 2000

昭和37年 岩井 亮蔵 2000 昭和38年 山本 熙 5000 昭和39年 鈴木 忠治 2000 昭和41年 大川 富美恵 2000

昭和37年 岩渕 巌 2000 昭和38年 池田 陽一 2000 昭和39年 石川 敏三 2000 昭和41年 夏海 千代乃 3000

昭和37年 中塚 ちか 2000 昭和38年 石原 和美 2000 昭和39年 豊田 威夫 2000 昭和41年 並木 崇雄 3000

昭和37年 海老原 衡治 5000 昭和38年 石山 健作 5000 昭和39年 長澤 信夫 2000 昭和41年 渋屋 博子 2000

昭和37年 太田 昭忠 3000 昭和38年 岩井 武彦 2000 昭和39年 行方 正夫 5000 昭和41年 萩原 三千雄 3000

昭和37年 大野 晴芳 2000 昭和38年 岩井 義夫 2000 昭和39年 長谷川 具顕 2000 昭和41年 長谷川 優子 8000

昭和37年 岡田 正彦 7000 昭和38年 立崎 仲司 2000 昭和39年 密本 正光 2000 昭和41年 桧垣 陽子 2000

昭和37年 押尾 完 2000 昭和38年 遠藤 満雄 2000 昭和39年 宮崎 弘 10000 昭和41年 鈴木 ユウ子 5000

昭和37年 鹿熊 英昭 5000 昭和38年 大森 哲 2000 昭和39年 吉田 喜久夫 2000 昭和41年 藤田 雅道 3000

昭和37年 加瀬 進 3000 昭和38年 黒岩 司寿代 5000 昭和39年 若林 勝三 2000 昭和41年 牧野 裕 3000

昭和37年 川口 勝之 3000 昭和38年 川崎 繁 5000 昭和40年 浅見 唯夫 12000 昭和41年 林 晴夫 2000

昭和37年 下村 精哉 5000 昭和38年 立石 昌子 2000 昭和40年 小嶋 真由美 2000 昭和41年 宮内 一 3000

昭和37年 木田 洋一 2000 昭和38年 北田 珠江 2000 昭和40年 伊藤 規矩雄 2000 昭和41年 宮本 光彦 3000

昭和37年 國松 弘之 10000 昭和38年 小出 義昭 3000 昭和40年 大木 邦男 2000 昭和41年 小谷 和子 2000

昭和37年 熊谷 豊夫 2000 昭和38年 山本 洋子 2000 昭和40年 山本 三枝子 2000 昭和41年 山口 用一 2000

昭和37年 栗原 忠彦 5000 昭和38年 桜井 秀幸 3000 昭和40年 神崎 茂治 5000 昭和41年 山崎 健 2000

昭和37年 越川 正一郎 2000 昭和38年 佐瀬 節 2000 昭和40年 三谷 きみ 2000 昭和41年 米井 善昭 2000

昭和37年 越川 芳勝 4000 昭和38年 澤谷 英男 2000 昭和40年 倉田 憲二 3000 昭和42年 石川 孝夫 2000

昭和37年 小林 勝之 2000 昭和38年 宍倉 昭夫 3000 昭和40年 石川 英子 2000 昭和42年 伊藤 福一 2000

昭和37年 櫻井 誠 3000 昭和38年 菅原 功 2000 昭和40年 作田 義美 2000 昭和42年 林 幸枝 2000

昭和37年 椎名 泰允 2000 昭和38年 杉井 雄次郎 10000 昭和40年 宍倉 昌男 3000 昭和42年 井原 岩夫 2000

昭和37年 仙波 美江 5000 昭和38年 清宮 勝治 4000 昭和40年 炭山 朋子 10000 昭和42年 岩井 呈寿 2000

昭和37年 伊東 富子 3000 昭和38年 清宮 高保 3000 昭和40年 滝口 正信 3000 昭和42年 岩渕 康昭 10000

昭和37年 菅原 光生 2000 昭和38年 関 敏 2000 昭和40年 竹内 豊 2000 昭和42年 浦壁 京子 2000

昭和37年 川口 空美代 2000 昭和38年 高山 勝男 8000 昭和40年 谷 明 2000 昭和42年 中村 康男 2000

昭和37年 鈴木 宣孝 2000 昭和38年 橘 昌顕 3000 昭和40年 溝田 政子 5000 昭和42年 小川 一夫 2000

昭和37年 鈴木 博 10000 昭和38年 立石 澄江 5000 昭和40年 中沢 成子 2000 昭和42年 小川 秀雄 2000

昭和37年 鈴木 保久 2000 昭和38年 磯山 恒彦 2000 昭和40年 能城 輝雄 5000 昭和42年 尾出 佳久 2000

昭和37年 鈴木 行夫 10000 昭和38年 時田 重明 2000 昭和40年 鳩貝 太朗 4000 昭和42年 加藤 泰子 3000

昭和37年 清宮 英雄 2000 昭和38年 馬場 純 10000 昭和40年 藤倉 宥子 2000 昭和42年 神山 健壽 4000

昭和37年 高野 一男 2000 昭和38年 中台 剛 2000 昭和40年 三浦 弘 10000 昭和42年 近藤 久雄 5000

昭和37年 高橋 富士雄 2000 昭和38年 中村 孝一 2000 昭和40年 三須 照彦 2000 昭和42年 佐藤 耕一 5000

昭和37年 竹田 吉廣 4000 昭和38年 大塚 文子 2000 昭和40年 山口 卓男 4000 昭和42年 志津 憲司 2000

昭和37年 中泉 裕子 5000 昭和38年 杉﨑 克吉 3000 昭和40年 行方 純子 2000 昭和42年 下村 春子 5000

昭和37年 冨澤 護 2000 昭和38年 平山 忠信 5000 昭和40年 和田 稔 2000 昭和42年 工藤 裕二 3000

昭和37年 豊田 定男 2000 昭和38年 藤崎 和夫 4000 昭和41年 旭 晋一 2000 昭和42年 杉山 幸男 2000

昭和37年 櫻井 芳子 3000 昭和38年 松平 武史 2000 昭和41年 小倉 しげ子 3000 昭和42年 須藤 衛 2000

昭和37年 中山 秀夫 2000 昭和38年 三谷 博道 2000 昭和41年 天野 正敏 12000 昭和42年 高橋 英世 3000

昭和37年 並木 清一郎 3000 昭和38年 宮下 節也 2000 昭和41年 新井 二美 2000 昭和42年 豊田 一 3000

昭和37年 成毛 克己 2000 昭和38年 桜井 秋男 3000 昭和41年 江口 由紀子 2000 昭和42年 内藤 多聞喜 2000

昭和37年 根本 和夫 3000 昭和38年 出井 京子 2000 昭和41年 石川 憲 2000 昭和42年 國井 公江 2000

昭和37年 畑 敬一 4000 昭和38年 山田 滋夫 2000 昭和41年 石田 基 2000 昭和42年 根本 忠正 5000
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昭和42年 根本 満 4000 昭和44年 花島 孝司 2000 昭和47年 幡谷 幸恵 2000 昭和50年 田口 三枝子 2000

昭和42年 萩原 温 2000 昭和44年 桐生 由利香 3000 昭和47年 土屋 安信 3000 昭和50年 東郷 洋一 3000

昭和42年 岡野 純子 2000 昭和44年 村井 伸一 2000 昭和47年 土屋 陽子 3000 昭和50年 山田 隆司 5000

昭和42年 平野 博久 2000 昭和44年 山田 修司 2000 昭和47年 鶴岡 房子 3000 昭和51年 飯島 正好 2000

昭和42年 蓮佛 庸子 2000 昭和44年 山本 信雄 5000 昭和47年 寺田 剛也 5000 昭和51年 伊藤 和雅 2000

昭和42年 藤本 博 2000 昭和45年 三山 節子 3000 昭和47年 中嶋 紀幸 2000 昭和51年 伊藤 かづ代 2000

昭和42年 樋泉 佳子 7000 昭和45年 木下 系子 2000 昭和47年 荻野 とみ子 2000 昭和51年 加賀谷 均 2000

昭和42年 三橋 勇 2000 昭和45年 飯生 伸一 2000 昭和47年 森 はるよ 2000 昭和51年 岡野 夏枝 3000

昭和42年 村山 秀明 10000 昭和45年 伊江 邦男 5000 昭和47年 幡谷 公生 2000 昭和51年 神田 水保子 2000

昭和42年 山城 文雄 3000 昭和45年 石川 宮子 2000 昭和47年 藤崎 忠 2000 昭和51年 櫻井 文男 2000

昭和42年 渡辺 早苗 2000 昭和45年 石井 正一 3000 昭和47年 清水 裕子 2000 昭和51年 椎名 稔男 2000

昭和42年 三浦 節子 10000 昭和45年 石井 博子 5000 昭和47年 下御領 紀美子 5000 昭和51年 長島 文子 2000

昭和42年 湯浅 満 3000 昭和45年 田中 久美子 3000 昭和47年 牧野 文子 3000 昭和51年 重共 国枝 2000

昭和42年 吉澤 章喜 5000 昭和45年 伊藤 ツネ子 3000 昭和47年 蕨 俊昭 2000 昭和51年 平井 久美子 2000

昭和42年 綿貫 啓一 10000 昭和45年 宇久 幸治 12000 昭和48年 池田 正利 2000 昭和51年 藤川 卯之助 4000

昭和43年 石塚 恵美子 2000 昭和45年 大野 政宏 3000 昭和48年 伊藤 清 2000 昭和51年 三浦 孝予 5000

昭和43年 有兼 成雄 2000 昭和45年 小池 美由紀 2000 昭和48年 内田 美津江 3000 昭和51年 吉田 隆 2000

昭和43年 野口 美子 3000 昭和45年 上岡 高 5000 昭和48年 小川 秀雄 2000 昭和51年 渡辺 庄亮 3000

昭和43年 伊東 三千男 3000 昭和45年 川島 邦芳 2000 昭和48年 葛城 展子 5000 昭和52年 藤城 雅恵 4000

昭和43年 岩村 和三 2000 昭和45年 斎藤 充郎 3000 昭和48年 平馬 啓子 2000 昭和52年 加藤 泰裕 2000

昭和43年 越田 茂己 2000 昭和45年 篠原 政広 2000 昭和48年 兼坂 文子 2000 昭和52年 加藤 泰裕 7000

昭和43年 岡本 恒雄 2000 昭和45年 水藤 正平 2000 昭和48年 菊間 英行 4000 昭和52年 白木 享介 2000

昭和43年 川村 繁木 2000 昭和45年 杉田 良介 2000 昭和48年 宮崎 茂子 2000 昭和52年 中尾 敦子 3000

昭和43年 小出 太美夫 2000 昭和45年 清宮 和真 6000 昭和48年 津森 敬事 5000 昭和52年 高橋 猛 2000

昭和43年 沢本 良幸 4000 昭和45年 菊地 恵子 2000 昭和48年 小林 直人 3000 昭和52年 高山 清 2000

昭和43年 山田 幸子 2000 昭和45年 川島 佳子 2000 昭和48年 小林 智子 2000 昭和52年 大庭 節子 2000

昭和43年 榎本 和子 2000 昭和45年 二宮 彰夫 2000 昭和48年 神保 求 2000 昭和52年 森田 美佐枝 2000

昭和43年 小川 しげ子 2000 昭和45年 檜貝 孝二郎 2000 昭和48年 菅谷 行宏 2000 昭和52年 宮崎 桂子 2000

昭和43年 高橋 幸良 2000 昭和45年 生盛 知子 2000 昭和48年 並木 央子 3000 昭和52年 吉田 宗義 2000

昭和43年 高橋 明男 2000 昭和45年 山口 弘之 2000 昭和48年 鈴木 一男 3000 昭和53年 小別當 浩子 2000

昭和43年 伊藤 はつ子 2000 昭和45年 吉村 明仁 5000 昭和48年 高石 博志 5000 昭和53年 熱田 修一 2000

昭和43年 立﨑 寛 7000 昭和45年 吉村 豊 4000 昭和48年 兼坂 仁 2000 昭和53年 有川 徹 2000

昭和43年 土屋 秀男 2000 昭和46年 飯沼 満 2000 昭和48年 星野 豊 2000 昭和53年 石井 光人 2000

昭和43年 吉田 佐知子 2000 昭和46年 中台 明 2000 昭和48年 深山 芳文 3000 昭和53年 石井 勝代 3000

昭和43年 富永 鐘学 10000 昭和46年 板倉 三郎 5000 昭和48年 柳沢 仁 2000 昭和53年 舟木 久仁子 2000

昭和43年 多田 洋子 5000 昭和46年 岡 正雄 2000 昭和48年 渡辺 伸一 2000 昭和53年 内田 稔 2000

昭和43年 小山 百世 3000 昭和46年 押尾 文彦 2000 昭和49年 川名部 瑞枝 2000 昭和53年 松本 仁美 2000

昭和43年 入野 道子 2000 昭和46年 川島 邦彦 4000 昭和49年 石井 智 2500 昭和53年 大川 和久 5000

昭和43年 池田 礼子 2000 昭和46年 小嶋 英志 2000 昭和49年 石井 忍 2000 昭和53年 大塚 正徳 3000

昭和43年 三須 信男 2000 昭和46年 坂巻 素子 5000 昭和49年 石井 やよい 8000 昭和53年 小見 健一 3000

昭和43年 元木 喜一 3000 昭和46年 島田 隆 10000 昭和49年 小澤 美佐恵 2000 昭和53年 長井 郷子 2000

昭和43年 和田 博一 2000 昭和46年 酢崎 義行 6000 昭和49年 多田 智子 3000 昭和53年 杉浦 敏弘 2000

昭和44年 五十嵐 勇 2000 昭和46年 清宮 健 2000 昭和49年 内山 寛子 2000 昭和53年 図司 行克 2000

昭和44年 石井 広道 12000 昭和46年 古関 修 3000 昭和49年 岡野 美智子 3000 昭和53年 立田 豊明 3000

昭和44年 伊藤 秀一 2000 昭和46年 中野 和代 3000 昭和49年 永塚 光雄 4000 昭和53年 塚本 学 2000

昭和44年 井原 慶一 2000 昭和46年 神保 弘之 5000 昭和49年 小澤 喜宏 2000 昭和53年 野崎 伸一 4000

昭和44年 岩井 覚 2000 昭和47年 相川 孝 2000 昭和49年 高安 昌一 3000 昭和53年 藤井 隆 3000

昭和44年 岩澤 博行 5000 昭和47年 秋葉 清貴 5000 昭和49年 上野 三千代 2000 昭和53年 伏見 久美子 2000

昭和44年 堀木 久子 2000 昭和47年 山田 由美子 4000 昭和49年 林 大八郎 3000 昭和54年 伊藤 克人 3000

昭和44年 内田 啓二 2000 昭和47年 石井 清源 2000 昭和49年 半田 健一 4000 昭和54年 諸岡 千賀子 2000

昭和44年 遠藤 元 5000 昭和47年 伊藤 彰義 2000 昭和49年 松尾 輝雄 3000 昭和54年 小川 久美子 2000

昭和44年 柿内 敏昭 3000 昭和47年 井原 重之 2000 昭和49年 宮澤 嗣道 3000 昭和54年 川嶋 喜久夫 2000

昭和44年 加藤 茂 2000 昭和47年 蜂谷 佳枝 2000 昭和49年 山田 勉 10000 昭和54年 神崎 裕子 3000

昭和44年 加藤 正樹 2000 昭和47年 門井 玲子 2000 昭和49年 渡辺 尚明 3000 昭和54年 栗山 典子 2000

昭和44年 林 美知子 3000 昭和47年 海宝 誠 2000 昭和49年 綿貫 清 3000 昭和54年 藤井 直子 2000

昭和44年 光野 勝雄 2000 昭和47年 内田 絹江 3000 昭和50年 伊藤 正孝 2000 昭和54年 寺林 勉 2000

昭和44年 佐久間 康俊 3000 昭和47年 川島 貞夫 2000 昭和50年 石川 秀実 2000 昭和54年 根本 伯夫 3000

昭和44年 佐藤 憲事 5000 昭和47年 川野 寿彦 2000 昭和50年 岩井 宏安 2000 昭和54年 根本 あき子 2000

昭和44年 塩田 芳久 2000 昭和47年 黒川 裕保 2000 昭和50年 坂本 悦子 3000 昭和54年 伊藤 朋子 2000

昭和44年 鈴木 正大 10000 昭和47年 小出 明徳 2000 昭和50年 葛生 正子 5000 昭和54年 野田 礼子 2000

昭和44年 生方 伸 2000 昭和47年 佐瀬 一雄 3000 昭和50年 衣幡 春幸 5000 昭和54年 緑川 裕子 5000

昭和44年 秋葉 恵子 5000 昭和47年 小幡 葉子 2000 昭和50年 桑原 孝 5000 昭和54年 古山 恵美子 2000

昭和44年 根本 一良 2000 昭和47年 清宮 保五郎 4000 昭和50年 鏑木 正弘 2000 昭和54年 加藤 千加 2000
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昭和54年 渡邉 芳恵 2000 昭和59年 勝又 宏 2000 平成3年 阿部 朋和 2000 平成11年 坂上 優子 2000

昭和55年 相京 仁 2000 昭和59年 鈴木 康裕 2000 平成3年 梅澤 亮 2000 平成11年 佐藤 朝美 2000

昭和55年 足立 芳枝 2000 昭和59年 津田 亘彦 2000 平成3年 齊藤 勝洋 2000 平成11年 髙木 悠子 2000

昭和55年 石井 宏忠 3000 昭和59年 杉山 育子 2000 平成3年 柴田 忍 2000 平成11年 高橋 重一 10000

昭和55年 井村 雅章 2000 昭和59年 小林 浩子 2000 平成3年 寺本 美奈子 3000 平成11年 横須賀 伴子 3000

昭和55年 佐藤 静江 3000 昭和59年 白石 典子 2000 平成3年 佐藤 順子 2000 平成12年 大野 卓志 3000

昭和55年 神崎 雅章 2000 昭和60年 石原 太郎 2000 平成3年 吉岡 清香 2000 平成12年 岡野 美知子 2000

昭和55年 大山 里子 3000 昭和60年 板谷 秀穂 2000 平成4年 宇井 貴之 2000 平成12年 藤原 暁 2000

昭和55年 木下 孝志 3000 昭和60年 乾 勝彦 3000 平成4年 鎌田 留美 2000 平成12年 山本 希望 12000

昭和55年 久保田 由美子 3000 昭和60年 藺牟田 明 4000 平成4年 信清 いづみ 2000 平成13年 太田 英生 2000

昭和55年 宍倉 明美 2000 昭和60年 佐藤 めぐみ 2000 平成4年 藤倉 史子 2000 平成13年 川嶋 ちひろ 2000

昭和55年 佐藤 則子 3000 昭和60年 二階堂 千恵子 2000 平成4年 君塚 まどか 2000 平成13年 斎藤 貴政 3000

昭和55年 鈴木 淳一 2000 昭和60年 片貝 壽秀 2000 平成5年 榎本 展之 2000 平成13年 實川 剛史 2000

昭和55年 高城 久 2000 昭和60年 香取 賢一 2000 平成5年 門田 尚子 2000 平成13年 高地 道久 2000

昭和55年 高橋 正光 7000 昭和60年 金田 幸夫 2000 平成5年 川城 晴奈 2000 平成13年 星 昌樹 2000

昭和55年 武田 修 2000 昭和60年 熊野 剛 2000 平成5年 野田 好子 2000 平成13年 松下 嵩 2500

昭和55年 七夕 タ美子 12000 昭和60年 鈴木 健紀 2000 平成5年 高瀬 裕章 2000 平成13年 麦田 将俊 2000

昭和55年 中嶋 正之 6000 昭和60年 永谷 群司 4000 平成5年 和田 重人 1000 平成13年 本吉 香織 3000

昭和55年 成山 敬治 5000 昭和60年 成澤 一郎 4000 平成6年 飯塚 進一 2000 平成13年 矢田 桃子 2000

昭和55年 角野 裕子 4000 昭和60年 福田 直人 2000 平成6年 伊藤 貴子 2000 平成13年 渡邊 裕樹 5000

昭和55年 宮村 朗 2000 昭和60年 三橋 紀子 2000 平成6年 井上 貴朗 3000 平成14年 荒井 孟 3000

昭和55年 清水 章子 3000 昭和60年 森田 敬介 2000 平成6年 太田 玲 3000 平成14年 小野田 朱里 2000

昭和55年 山口 哲史 2000 昭和60年 森田 浩司 2000 平成6年 大田 ひろこ 2200 平成14年 睦良田 尚充 2000

昭和55年 依田 正之 5000 昭和61年 石井 幸太郎 2000 平成6年 岡野 俊光 2000 平成14年 吉田 千尋 3000

昭和56年 莇 克人 2000 昭和61年 遠藤 衛 2000 平成6年 加茂 真由美 2000 平成15年 青柳 啓太 3000

昭和56年 池田 誠 3000 昭和61年 小田 敏之 2000 平成6年 佐藤 浩貴 3000 平成15年 伊藤 寛治 2000

昭和56年 五十川 恭子 2000 昭和61年 片野 隆司 3000 平成6年 鈴木 知基 2000 平成15年 瓜生 洋一 2000

昭和56年 齋木 ゆう子 5000 昭和61年 熊野 裕 2000 平成6年 岩田 洋子 3000 平成15年 金子 綾 2000

昭和56年 小倉 武彦 5000 昭和61年 赤尾 万里恵 3000 平成6年 吉田 俊光 4000 平成15年 小渡 さやか 2000

昭和56年 寒郡 茂樹 10000 昭和61年 白坂 誉子 2000 平成7年 飯塚 真由美 2000 平成15年 平山 大輔 3000

昭和56年 笹沼 恵美子 2000 昭和61年 長堀 幸朗 5000 平成7年 三ツ木 希代 3000 平成15年 福田 祐介 2000

昭和56年 佐藤 幸恵 5000 昭和61年 菱田 恵美子 2000 平成7年 榎原 啓介 12000 平成15年 松川 雅洋 2000

昭和56年 新村 正之 2000 昭和61年 福永 男功人 3000 平成7年 柏熊 寿之 2000 平成15年 水島 幹雄 2000

昭和56年 鈴木 陽子 3000 昭和61年 山本 秀寿 6000 平成7年 染野 日名子 2000 平成15年 山田 祥子 2000

昭和56年 中矢 聡 2000 昭和62年 岩井 浩志 5000 平成7年 城田 義隆 2000 平成15年 吉原 周平 2000

昭和56年 西尾 匡道 2000 昭和62年 海老原 聡 2000 平成7年 角﨑 浩志 2000 平成16年 植木 邦彦 2000

昭和56年 風早 富士子 2000 昭和62年 鹿又 一秀 3000 平成7年 錦織 幸雄 2000 平成16年 小川 真由美 2000

昭和56年 野口 里絵 5000 昭和62年 久保田 聡 5000 平成7年 弘海 修司 2000 平成16年 小野田 恵美 2000

昭和56年 山口 静一 2000 昭和62年 黒川 典子 2000 平成7年 柳川 健太郎 3000 平成16年 加志田 幸寛 2000

昭和56年 大島 里絵 2000 昭和62年 荒木 恭子 2000 平成8年 石井 森 3000 平成16年 古賀 哲夫 2000

昭和57年 荒井 正巳 2000 昭和62年 石井 美恵 3000 平成8年 井原 正美 2000 平成16年 菅谷 奈津美 2000

昭和57年 石原 弘之 2000 昭和62年 出来 裕治 2000 平成8年 小椋 貴博 2000 平成16年 竹蓋 悠人 2000

昭和57年 江口 公子 3000 昭和62年 森本 桂代子 2000 平成8年 楠 健治 2000 平成16年 多田 恭子 4000

昭和57年 近藤 亮 4000 昭和62年 吉田 雅明 2000 平成8年 葛生 匡洋 3000 平成16年 林 優 3000

昭和57年 齋藤 勇人 2000 昭和63年 小川 孝博 2000 平成8年 新田 光祐 2000 平成16年 森田 晋太郎 2000

昭和57年 重田 由里子 3000 昭和63年 尾澤 洋光 5000 平成8年 野口 幸悦 3000 平成16年 森谷 篤史 2000

昭和57年 原 浩美 2000 昭和63年 川口 恵子 2000 平成8年 山﨑 真理子 3000 平成16年 八重樫 恵子 2000

昭和57年 槇本 幸恵 2000 昭和63年 河野 俊義 2000 平成8年 松浦 優 2000 平成16年 八木沢 明浩 2000

昭和57年 西田 淑子 3000 昭和63年 小林 睦 2000 平成8年 山﨑 益裕 3000 平成17年 鹿嶋 悟 5000

昭和57年 谷地 由香利 2000 昭和63年 佐久間 健 2000 平成8年 山下 友紀子 2000 平成17年 鴨志田 恵理 2000

昭和57年 山倉 浩子 2000 昭和63年 佐久間 道子 2000 平成9年 加藤 寛之 2000 平成17年 佐々木 悠 2000

昭和58年 莇 文彦 7000 昭和63年 林 じんこ 3000 平成9年 小椋 麻耶 2000 平成17年 菅沢 承子 2000

昭和58年 天野 武史 3000 昭和63年 藤崎 文雄 2000 平成9年 平岡 龍 2000 平成17年 鈴木 真理子 2000

昭和58年 Wilson Nobuko 5000 昭和63年 前田 耕作 3000 平成9年 田口 満久 2000 平成17年 瀧嵜 菜々子 3000

昭和58年 橘髙 博子 2000 平成元年 高橋 慎一 2000 平成9年 三代川 寛子 2000 平成17年 長 友香 4000

昭和58年 橘高 浩史 2000 平成元年 豊田 慎 2000 平成10年 飯田 光保香 4000 平成17年 土屋 俊和 2000

昭和58年 工藤 晃 5000 平成元年 益川 和之 2000 平成10年 井原 寛子 2000 平成17年 中野 英美子 2000

昭和58年 齋藤 あき子 2000 平成2年 植野 玲一郎 2000 平成10年 今井 聡 2000 平成17年 藤田 智之 2000

昭和58年 吉原 幾恵 5000 平成2年 佐藤 尚 3000 平成10年 清見 和代 2000 平成17年 保田 明日香 3000

昭和58年 深山 文夫 2000 平成2年 白井 康久 5000 平成10年 篠田 公生 3000 平成17年 松下 雅 4500

昭和59年 石井 久雄 2000 平成2年 田中 健司 2000 平成10年 菅谷 健史 3000 平成17年 山下 みゆき 2000

昭和59年 石津 隆之 5000 平成2年 花岡 和美 5000 平成10年 林 華子 2000 平成18年 秋山 芙実香 3000

昭和59年 小椋 幸二 2000 平成2年 宮地 弘子 2000 平成11年 大迫 勇哲 2000 平成18年 浦井 純一 2000
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平成18年 大礰 侑 2000

平成18年 大木 京子 3000

平成18年 包國 雄太 2000

平成18年 金子 恒保 3000

平成18年 金子 雄紀 2000 H21.7.31現在

平成18年 川口 拓真 2000 納入者数 納入者数

平成18年 川瀬 力 3000 19,000 9 60,000 22

平成18年 古賀 典子 2000 86,000 20 64,500 19

平成18年 小西 裕希 2000 31,000 10 36,000 11

平成18年 小林 瞬 2000 45,000 9 37,000 15

平成18年 榊原 裕介 2000 32,000 11 30,000 11

平成18年 島田 太郎 5000 46,000 11 48,000 19

平成18年 洞口 愛香 2000 108,000 23 38,000 16

平成18年 髙橋 成 2000 6,000 3 80,000 23

平成18年 内藤 宏美 5000 32,000 11 54,000 16

平成18年 長谷川 桃 3000 93,000 25 27,000 11

平成18年 羽深 真里 2000 14,000 6 33,000 9

平成18年 福田 光 2000 20,000 7 21,000 9

平成18年 溝口 啓太 2000 28,000 9 41,000 17

平成18年 森本 昌宏 2000 86,000 26 32,000 11

平成18年 渡邉 沙織 2000 79,000 22 28,000 10

平成19年 榎本 裕子 2000 135,000 42 25,000 10

平成19年 垣内 麻衣子 2000 99,000 29 6,000 3

平成19年 金親 ちひろ 2000 117,000 27 19,000 6

平成19年 久野 朗広 5000 93,500 26 15,000 7

平成19年 佐藤 恵里子 2000 143,000 41 10,000 5

平成19年 杉田 実穂 2000 68,000 18 11,000 6

平成19年 玉造 博夢 2000 99,000 28 28,200 11

平成19年 寺田 育世 2000 87,000 28 32,000 10

平成19年 早川 英孝 3000 124,000 43 27,000 11

平成19年 平山 弘樹 2000 117,000 34 10,000 5

平成19年 福田 繭 2000 240,000 66 18,000 7

平成19年 福田 啓志 2000 178,000 50 21,000 6

平成19年 保田 拓也 3000 81,500 27 19,000 4

平成19年 牧口 真也 2000 92,000 25 27,500 11

平成19年 丸山 博信 3000 138,500 45 10,000 4

平成19年 望月 勝人 2000 142,000 40 24,000 11

平成19年 森川 海斗 2000 76,000 27 29,000 13

平成19年 森田 康平 2000 89,000 26 35,500 13

平成19年 山田 雄一郎 2000 88,000 27 57,000 23

平成19年 山本 純平 2000 53,000 14 51,000 21

平成19年 渡辺 愛乃 5000 81,000 31 41,000 18

平成20年 岩澤 祐貴 2000 896 424

平成20年 牛山 愛梨 2000 合計 1,320

平成20年 大泉 舞佳 2000 617人

平成20年 笠松 英 2000 631人 -14人

平成20年 小池 菜月 3000

平成20年 佐藤 利洋 2000

平成20年 椎名 誠人 2000

平成20年 杉浦 義文 3000

平成20年 田中 美幸 2000

平成20年 津村 直子 3000

平成20年 成毛 秀裕 2000

平成20年 服部 優美 3000

平成20年 平井 隆太 2000

平成20年 福田 麻理 2000

平成20年 堀坂 里絵 2000

平成20年 真鍋 なつみ 2000

平成20年 右田 宗雄 3000

平成20年 八代 公平 2000

卆年

昭5～10中

昭11～15中

昭和16年中

昭和17年

昭和18年

昭和19年

昭和20年

昭和21年

19年のみ納入者

1,145,700

4,212,200

20年新規納入者

昭和22年

昭和23年

昭和24年

昭和23.24年併

昭和24年高

昭和25年

昭和26年

3,066,500

昭和27年

昭和28年

昭和29年

昭和30年

昭和31年

昭和32年

昭和33年

昭和34年

昭和35年

昭和36年

昭和37年

昭和38年

昭和39年

昭和40年

昭和41年

昭和42年

昭和43年

昭和44年

昭和45年

昭和46年

昭和47年

卆年

昭和48年

昭和49年

昭和50年

昭和51年

昭和52年

昭和53年

昭和54年

昭和55年

昭和56年

昭和57年

昭和58年

昭和59年

昭和60年

昭和61年

昭和62年

昭和63年

平成元年

平成2年

平成3年

平成4年

平成5年

平成6年

平成7年

平成8年

平成9年

平成10年

平成11年

平成12年

平成13年

平成14年

平成15年

平成20年

小計 小計

平成20年度鹿山会年会費納入者・卒業年度別

金額 金額

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年


