
 2014年度 シニア会員
（五十音順）

（敬称略）
相澤 彰子 相原 玲二 青木 恒 赤間 浩樹 阿久津 達也 渥美 幸雄 阿野 茂浩 阿倍 博信 新井 康平 荒川 弘煕

有次 正義 池田 哲夫 石井 康雄 石川 徹也 石川 憲洋 石川 佳治 石橋 勇人 石原 進 板垣 克彦 市川 熹

市川 裕介 市瀬 龍太郎 市村 洋 井手 一郎 伊藤 一成 井戸上 彰 稲村 浩 井上 淳 猪俣 敦夫 今福 幸春

入江 英嗣 上谷 達也 植原 啓介 宇野 毅明 梅澤 克之 江袋 林藏 大内 一成 太田 賢 大谷 誠 大橋 正良

大町 真一郎 大山 敬三 岡崎 直宣 岡野 浩三 岡本 昌之 小口 正人 小倉 博行 落谷 亮 小野寺 民也 小柳 義夫

折原 良平 角田 博保 掛下 哲郎 笠原 博徳 柏崎 礼生 勝野 恭治 加藤 岳久 加藤 恒夫 加藤 由花 金井 敦

金子 格 加納 健 上條 浩一 神沼 靖子 亀山 渉 河合 栄治 川越 恭二 河内谷 清久仁 河村 聡典 神崎 映光

菊地 奈穂美 菊池 浩明 吉瀬 謙二 黄瀬 浩一 北 栄輔 北上 始 北口 善明 木谷 友哉 北村 操代 絹川 博之

木村 晋二 金 群 串田 高幸 久野 靖 久野 義徳 栗山 繁 小荒井 順 河野 一貴 児玉 公信 五斗 進

後藤 真孝 小林 真也 小林 伸幸 小林 稔 駒谷 和範 今野 将 才所 敏明 斉藤 典明 齋藤 正史 齊藤 義仰

坂下 秀 酒寄 一彦 佐久間 拓也 櫻田 武嗣 佐藤 真一 佐藤 敬 佐藤 文明 寒川 光 三部 靖夫 重野 寛

重安 哲也 澁澤 進 清水 則之 庄野 逸 白石 高義 白石 善明 新保 宏之 末吉 敏則 須賀 祐治 菅原 俊治

杉本 晃宏 杉山 健司 須崎 有康 鈴木 幸太郎 鈴木 信雄 鈴木 貢 角 康之 角谷 和俊 千田 正彦 高岡 詠子

高木 淳 高須 淳宏 高橋 健一 高村 誠之 田口 善弘 武井 惠雄 竹内 広宜 竹中 一起 竹森 敬祐 辰己 丈夫

谷 聖一 谷本 茂明 垂水 浩幸 近澤 武 都司 達夫 辻 秀一 土田 正士 寺島 美昭 寺田 努 寺田 真敏

堂坂 浩二 戸川 望 鳥居 悟 内藤 克浩 中川 治 中川 晋一 中沢 実 中島 秀之 中島 康彦 中島 伸介

中嶋 秀治 中田 登志之 長田 好正 中野 由章 中村 大賀 中村 素典 中村 嘉隆 中本 幸一 中森 眞理雄 中山 泰一

南郷 みどり 西 直樹 西岡 健自 西澤 格 西田 知博 西野 哲朗 西村 雅史 西山 正志 新田 義彦 丹羽 邦彦

沼尾 雅之 野田 松太郎 延原 章平 乃村 能成 法雲 俊邑 野呂 正明 朴 美娘 長谷川 輝之 早貸 淳子 林 典門

林 治尚 林 秀臣 林 雅弘 原 隆浩 坂東 宏和 坂東 幸浩 桧垣 博章 平田 圭二 福島 俊一 福田 直樹

福田 健太郎 福田 隆 藤川 真樹 藤田 茂 古井 貞熙 古山 恒夫 堀 修 堀内 浩規 洪 政国 前田 香織

槇原 靖 増田 聡 増水 紀勝 松井 くにお 松浦 幹太 松浦 博 松田 秀雄 松永 賢次 松原 仁 丸山 文宏

湊 真一 南 正名 峰野 博史 宮入 勉 宮崎 敏明 宮田 裕行 宮西 洋太郎 宮本 晃太郎 撫中 達司 棟朝 雅晴

村岡 道明 村上 登志男 村田 健史 村田 真樹 村田 嘉利 村松 大吾 森 信一郎 森澤 好臣 安本 慶一 矢野 米雄

山井 成良 山内 康晋 山口 修 山口 弘純 山崎 達也 山下 博之 山田 圀裕 山田 茂 山名 早人 山本 太郎

山本 里枝子 横山 昌平 吉田 和幸 吉永 努 吉濱 佐知子 吉廣 卓哉 若林 一敏 和田 勉 渡辺 健次 渡辺 裕

渡邊 裕治

以上 261名


