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会告会告会告会告II

会長　高橋睦正

○　選挙権のみの有資格者は5年未満の正会員です。

○　選挙権および披選挙権有資格者は5年以上の正会員です。

○　記載もれ、誤字、地区別（勤務先所在地）等お気付きの点は9月20日まで

にFAX又はおはがき

　で学会事務局宛御連絡上さい。　9月20日（月曜日）締切とし、それ以後の

改正は出来ませんので御了承下さい。

　　　　　　　

　尚、退会御希望の方はFAXにて至急お知らせ上さい。

○　選挙権有資格者は平成11年7月30日現在です。

○（　　　）は同姓同名のある場合です。

　　（注）地区別は、勤務先と自宅住所の地区が異る方がありますので、両方

の地区で氏名を確めて

　　　　　下さい。選挙権地区を勤務先にするが自宅住所にするがを御一報下

さい。（9月20日まで）

　　（例）勤務先：東京都の場合…関東地区

　　　　　自　宅：静岡市の場合…中部地区

1．選挙権有資格者氏名（5年未満の正会員）

2．選挙権および被選挙権有資格者氏名（5年以上継続の正会員）

　　連絡先　　FAX　03-5684－4075

　　　　　　〒113-0033東京都文京区本郷5－29－13

　　　　　　日本医学放射線学会　事務局

1．選挙権有資格者

北日本

阿部　英輔　　阿部　藤清　　阿保　　満　　淡路　正則　　井上　明大　　井上

健太郎　　

五上嵐知文　　伊藤　克哉　　石川　和宏　　石川　浩志　　石山　公一　　石山

　博條

泉　　純一　　板橋　陽子　　市村　　健　　稲岡　　努　　岩間　孝英　　薄井　広

樹

内山　早苗　　内海　七重　　梅津　篤司　　小笠原克彦　　小川　浩司　　小川

　涼太

小田　敦子　　尾野　英俊　　及川　博文　　大井　博之　　大内　博文　　大竹

　実恵

大坪やよい　　大畑　　崇　　大町　康一　　黄木　詩恵　　岡　　正樹　　岡田　

　賢

岡根久美子　　沖埼　貴琢　　奥本　忠之　　鬼丸　力也　　海津　元樹　　梶　

　智人

粕屋　　綾　　片田　竜司　　金田　朋洋　　鎌田　　洋　　上條　　謙　　北口　良

晃

久保園正樹　　工藤　興亮　　國井　亮祐　　黒川　慶三　　黒沢　　諒　　小林

　恒夫

小林　直樹　　小林　弘子　　小前　　隆　　児玉　芳尚　　呉　　隆浩　　後藤　

卓美

What's New

会員向けの情報

学会からの情報・ガイドラ

イン

安全に関する情報

会報・会告

学会誌・出版物

学術大会（春・秋）

地方会案内

国際交流

関連学会集会

利益相反

専門医制度

医学物理士制度

リンク集

電子放射線診療用語集



輿水　修一　　近藤　英宏　　近野みゆき　　佐久間郁郎　　佐藤　一弘　　佐藤

　久志

斉藤　絵里　　斎藤美穂子　　作原　祐介　　七戸　柳絵　　柴田亜希子　　清

水　伸一

清水　直子　　庄内　孝春　　新谷　純代　　須賀　俊博　　杉浦　　充　　杉浦　

元亮

鈴木　　歩　　鈴木　昌志　　瀬尾　雄二　　清治　和将　　関之山勝博　　楚山

　真樹

添田　尚一　　染谷　正則　　田尻　宏之　　田代　　学　　田部　周市　　高木　

　聡

高野　　徹　　高橋ちあき　　高橋おがわ　　瀧　　靖之　　竹井　俊樹　　武内　

周平

立石宇貴秀　　館　　悦子　　為田　忠信　　上屋　和彦　　塚原亜希子　　壷井

　匡浩

照山　和秀　　冨永　循哉　　中川　範人　　中川　　学　　中田　健生　　中田　

　力

中村　起也　　中村　保宏　　永尾　一彦　　西井　俊晶　　西野　雅彦　　根本

　健夫

野沢　慎吾　　野宮　琢磨　　袴塚　　崇　　橋　　徳子　　長谷川　靖　　畑渾　　

頚

常陸　　真　　廣川　直樹　　廣田　初音　　藤本　上介　　平安名常一　　千野

　英明

堀　　祐郎　　堀川　伸介　　本荘　　浩　　木田　浩子　　箕浦衣里子　　宮渾　

英充

宮野　　卓　　村田　隆紀　　茂古沼達之　　毛利　　学　　森　　孝之　　山　　直

也

山崎　　彰　　山ノ井忠良　　山本和香子　　湯浅　憲章　　吉田　征之　　吉田

　慶之

米坂　祥朗　　渡辺　佳明　　渡遥　丈夫

関東

阿部　　敦　　阿部　　礼　　阿部香代子　　阿部　公紀　　阿部　慎司　　会田　

　巌

青木　恭子　　青柳　恵子　　赤城　　卓　　秋山　一義　　浅野　雄二　　芦田　

光隆

梓渾　広行　　綾部理恵子　　荒井　和子　　荒川　和清　　新井　清和　　井垣

　　浩

井口　信雄　　井上　快児　　井上　幸平　　井上　秀昭　　井上　政則　　井上

　征雄

井原　信麿　　五上嵐哲代　　伊藤　　民　　伊藤　佳菜　　伊藤　省吾　　伊藤

　慎芳

伊藤　芳紀　　伊藤　玲子　　飯田　茂晴　　飯田　典子　　飯沼　優子　　池上

　晴彦

池田　充顕　　石亀　慶一　　石川　愛巳　　石川　　仁　　石窪　　力　　石黒　

勇二

石田　竜二　　石橋　明博　　石原　克俊　　磯貝　　純　　磯貝　　豪　　板井　

玲子

板垣　麗子　　市場　文功　　市村　博行　　稲生　信一　　今井えりが　　今林

　悦子

岩元　晶子　　岩元香保里　　宇木　章喜　　上野　直之　　植木　潤子　　植田

　琢也

植月　勇雄　　植野　映子　　魚住　和史　　臼井　千晴　　薄井　庸孝　　内山

　勝弘

内山　史生　　梅田　　諭　　梅田　貴子　　江口　一之　　遠藤　育世　　遠藤　

英穂

遠藤　寛子　　小川　　桂　　小川　正一　　小槻　泰三　　小原　　直　　緒方　



幸男

大石こずえ　　大石　英則　　大泉　倫之　　大渾　一記　　大須賀香絵　　大谷

　浩樹

大多和伸幸　　大橋　俊夫　　大平　貴之　　大道　雅英　　太田さや子　　上　

　継深

扇谷　芳光　　岡崎　栄和　　岡田　武倫　　岡田　典倫　　岡田　真広　　岡部

　哲夫

岡本　　淳　　岡本　嘉一　　岡安　克彦　　荻　　成行　　落合　健史　　加藤　

晃弘

加藤　麻子　　加藤　克哉　　加藤　大基　　加藤　智弘　　加藤　友康　　加藤

　伸之

加納　雅美　　海東恵美子　　笠松　智孝　　風間　俊基　　梶原　景子　　片岡

　大輔

門田　佳子　　金井　信恭　　金子　智喜　　印牧　義英　　神山　哲男　　亀谷

雄一郎

川上剛（東京）川上　　聡　　川上　典子　　川上　浩幸　　川上　　玲　　川崎　

　努

川瀬　貴嗣　　川野　　剛　　川本　智章　　河瀬　　斌　　河野　敏朗　　河輪　

陽子

康　　英真　　菅家奈保子　　木下　　陽　　木村　聖美　　木村　雅子　　菊竹　

晴子

菊池　　悟　　岸野　充浩　　北川裕美子　　君塚　孝雄　　清田　礼乃　　桐上

　　茂

桐村　正人　　金　　信浩　　金　　恵英　　金　　成香　　久保田一徳　　草浦　

貴史

國弘　敏之　　國松　　聡　　國松奈津子　　熊倉　久夫　　熊野　玲子　　栗山

　健吾

黒崎　弘正　　黒住　昌弘　　桑田　　知　　小池　　泉　　小泉　岐博　　小島　

豊之

小島　ゆき　　小島　里央　　小藤　昌志　　小林　城治　　小松　秀平　　小宮

山貴史

小渡　康行　　木暮　大嗣　　古賀　久雄　　古村　慎二　　児玉　智信　　湖山

　泰英

河野　　勲　　河野　達夫　　河野　正志　　河野　真理　　神山　信也　　國分　

美香

近藤　哲郎　　近藤　正志　　佐谷健一郎　　佐藤　次郎　　佐藤　宣浩　　佐牟

田浩子

斉藤　彰俊　　斉藤　友也　　斉藤　公章　　斎藤　一浩　　斎藤　淳一　　坂本

　　努

鷺内　隆雄　　笹島　雅彦　　渾田　明宏　　重盛　康司　　雫石　一也　　篠田

　充功

篠原真木子　　柴田　幸司　　島田　恭子　　島津　典子　　島野　靖正　　島村

　智崇

嶋田　　謙　　清水　　桜　　清水　正之　　清水　康弘　　下地　啓五　　下瀬川

正幸

謝　　毅宏　　徐　　向英　　白石憲史郎　　白石　史典　　諏訪部佳伸　　菅原

　隆典

菅原　章友　　杉浦　弘明　　杉村　壮介　　杉山　佳代　　鈴木ありさ　　鈴木

えりか

鈴木恵一郎　　鈴木　文博　　鈴木　　毅　　鈴木　義行　　鈴村　幸史　　瀬戸

口聡子

関　　香織　　膚　　博信　　田浦　新一　　田口　優子　　田中治（東京）　田中

　史穂

田中　　麗　　田波　　穣　　田村　克己　　田村　良子　　高田　晃一　　高場　



利博

高橋　延和　　高橋　信幸　　高山　文吉　　高瀬　博康　　高田　香織　　高梨

　智子

滝沢美代子　　竹内　隆正　　竹内　真帆　　竹下　　徹　　武富　綾子　　武永

　　腎

舘野　展之　　伊達　　淳　　丹野　啓介　　千勝　博子　　築山裕見子　　上屋

　淳郎

角尾　美果　　鶴丸　昌彦　　塚本　達明　　手塚　幹生　　出井　進也　　上合

　克己

上居　逸平　　床井　仲介　　栃木　佳宏　　豊田真規子　　鳥羽　正浩　　中神

　佳宏

中川　達生　　中川裕紀子　　中沢　　賢　　中島　郁子　　中島　崇仁　　中島

　寛人

中蔦　倫子　　中田賢一郎　　中田　　博　　中野　正剛　　中原　理紀　　中村

　直樹

中村　尚生　　中村　龍治　　中矢かおり　　永島　淳一　　永田　延江　　長沢

　研一

長渾　秀和　　長嶋　慶佳　　成田　賢一　　成田雄一郎　　南里美和子　　那

須佐知子

丹羽　　徹　　新部　　譲　　新見　康成　　西井　規子　　西尾　禎治　　西岡真

樹子

西川　　敦　　西堀　弘記　　西村敬一郎　　西村　英輝　　西村　雄一　　野口

　靖志

野田真理子　　野中　哲生　　野中　　誠　　野々村芳映　　野本　靖史　　能城

　　毅

能谷　雅文　　ハ????ニケ??檗?賜場幸一郎　　馬場麻衣子　　萩平　貴美　　

萩原　浩明

橋本　孝之　　橋木　剛史　　長谷川　弘　　幡多　政治　　蜂矢百合子　　服部

　貴行

花田　貴信　　浜　　幸寛　　淡水　京子　　早川　吉彦　　林　　真弘　　林　　征

洋

林　雄一郎　　原島　浩一　　原田奈穂美　　原田　素子　　半藤裕美子　　伴　

　英子

肥田有紀子　　樋渡　昭雄　　東　　明男　　平嶋　太郎　　平瀬　雄一　　平塚

真生子

平山　晃康　　平山　道子　　不破　相勲　　深田　淳一　　福井　基裕　　福島

　　徹

福島　正秀　　福嶋　善光　　福田一郎（東京）福田　　泰　　福永　　毅　　藤井

　　学

藤崎　達也　　藤田　晃史　　藤田　和俊　　藤村　幹彦　　藤木　直子　　藤本

　記子

二見　康之　　船津　宏之　　船曳　知弘　　古川　一博　　古橋　　哲　　保谷　

　功

穂鷹　雄介　　堀　　正明　　本田　　聡　　本戸　幹人　　本谷　啓太　　前林　

俊也

増田　和貴　　増田　　裕　　町田　　幹　　町田南海男　　町田　治彦　　松井　

達弥

松下　　剛　　松島　秀和　　松田　幹人　　松田　　亮　　松信　　聡　　松本　純

一

三上　隆二　　三角　茂樹　　三田のりこ　　三宅　雅史　　三宅　基義　　水口　

安則

水野まゆみ　　蓑原　伸一　　宮脾　朝子　　村中　将洋　　百瀬　敏光　　百瀬

　　満

森　　　墾　　森田　英夫　　森永　圭吾　　森本　　学　　ハ木　明子　　ハ木橋

国博



矢地　　孝　　矢内原　久　　矢野希世志　　矢野　　潔　　屋代　英樹　　安田　

桜子

山上　哲央　　山口　　晶　　山口　崇子　　山口　雅之　　山下　詠子　　山下　

　進

山下　智裕　　山下　晴男　　山下　英臣　　山田　　明　　山田　晶子　　山田　

丈士

山田　晴耕　　山本　　滋　　山本紳一郎　　山本　星河　　楊　　志剛　　横手　

宏之

吉岡　宏美　　吉川　健啓　　吉田　勝哉　　吉田　太郎　　吉田　芽美　　吉信

　　尚

吉廣　昭子　　吉村　亮一　　吉本　　全　　萬　　直哉　　渡辺　頚二　　渡辺　

太志

渡辺　　慎　　渡部　　渉　　渡邊　祐子　　渡邉　博重

中部

青瀧理恵子　　青柳　武法　　浅野　晶子　　浅野　隆彦　　綾部浩一郎　　新

樹　　剛

有坂有紀子　　伊熊　宏樹　　伊藤敦子（静岡）伊藤　千春　　伊藤都紀子　　

伊藤　俊裕

池田　英二　　石垣　聡子　　石田　正樹　　磯貝　　聡　　板倉　一雄　　市岡　

和浩

市川　泰崇　　稲川　正一　　岩井　宏悦　　岩山恵理子　　宇佐見寿志　　上

村　昭博

牛田　知佳　　江本　　豊　　塩谷真由美　　小渾福示郎　　小田　京太　　小野

渾正勝

小野田明子　　大河内幸子　　大坂　　巌　　大島　秀一　　大橋　信子　　上　

　成綱

鷹田　義雄　　加古　伸雄　　加藤　知子　　加藤　克彦　　加藤淳一郎　　加藤

　博基

加納　裕上　　影山　広行　　金庫　　責　　神谷　実佳　　亀田　上介　　亀廣　

摩弥

川井　恵一　　川井　　恒　　川上　悟司　　川口　真平　　川部　秀人　　河田　

七香

河津　省司　　河野　匡哉　　木戸　　晶　　木下　一之　　木村　彰宏　　紀平　

尚久

菊川　　薫　　北川　覚也　　桐生　拓司　　釘抜　正明　　熊田　理花　　熊野　

智康

倉部　輝久　　小坂　信之　　小島　美保　　小上　裕子　　小林　佳子　　小林

　　茂

後藤美和子　　向後　秀俊　　香田　　渉　　近藤　浩史　　佐竹　元治　　佐藤

　洋造

斉藤　千夏　　斉藤アンネ優子坂本　茂夫　　糟川　尚子　　餌山　靖史　　柴

田　義宏

新村理絵子　　杉崎　圭子　　杉江　愛生　　杉山　雅洋　　鈴木　一男　　鈴木

耕次郎

鈴木佐知子　　鈴木　里支　　鈴木　宏昌　　関　　明彦　　関山　裕子　　祖父

江亮嗣

田口　美紀　　田中　利洋　　高柴　義之　　高瀬　　薫　　高本　治行　　高木　

康之

高島　俊晴　　高橋　直樹　　高橋　雅子　　高橋　　護　　瀧　　上一　　竹内美

保子

竹村　俊洋　　上田　大輔　　辻村　善樹　　富渾　岳人　　富田　　均　　富平

亜矢子

富松　英人　　留森　貴志　　豊岡麻理子　　豊嶋心一郎　　中川　啓子　　中

田　一恵

中根　英敏　　中山　　淳　　永田　剛史　　南立　由歌　　二橋　尚志　　仁瓶



江理子

野渾　麻枝　　野田樹里亜　　馬場二三八　　畑下　昌範　　畠中　宏樹　　初

瀬　　耕

服部　由紀　　林　　真人　　原田　英幸　　肥田野　暁　　樋口　隆弘　　東　　　

誠

黄　　義孝　　藤井　愛弓　　別府　宏樹　　堀田　　洋　　堀池　有紀　　堀切　

延寿

真鍋　知子　　松尾　政之　　松島　　秀　　松村　英仁　　松本　英樹　　三浦　

直子

南　　哲弥　　宮本　顕彦　　武藤　裕衣　　森　　雄司　　森　　芳峰　　山下　哲

正

山下　恭史　　山根登茂彦　　山脇　義晴　　横井　秀保　　吉原　和代　　米田

　憲二

龍　　泰治　　渡辺　宏樹　　渡邉　ゆり

関西

安部　久志　　安藤　正憲　　青木　徹哉　　秋田　行朗　　浅川　勇雄　　新井

　桂介

有本　　博　　井内　　努　　井口　秀人　　井本　勝治　　五上嵐康弘　　伊崎　

健太

伊藤　博敏　　飯野　莉和　　池田　譲太　　石井健太郎　　石井　清午　　石川

　修司

石川　賀弘　　礒田　正之　　板坂　　聡　　今宿　　泰　　今堀　良夫　　入江　

美和

岩阪　尚美　　岩間　裕基　　岩本　卓也　　宇野さをり　　上田　和光　　上田　

　忠

植田　隆司　　植田　　毅　　梅岡　成章　　梅原　　淳　　江神　康之　　江島　

泰生

恵飛須俊彦　　小川　久美　　小倉　昌和　　小渾　望美　　小野田　結　　尾崎

　元彦

尾野　　亘　　越智　友子　　大石　初香　　大内　宏之　　大久保　真　　大倉　

　享

大塚　孝子　　大西　裕満　　大山　嘉将　　太田　陽介　　岡田　　務　　岡本　

将裕

奥　佳世子　　奥村　節子　　音川　公治　　呉　　隆進　　可児　弘行　　加藤　

武晴

梶尾　上介　　片岡　正子　　勝田　稔三　　金尾昌太郎　　金柿　光憲　　亀山

　裕子

河田　修治　　河原　伸明　　河遜　哲也　　撮野　芳光　　木村　勝哉　　木村

雄一郎

貴志　知生　　岸本栄理子　　北岡　裕子　　北原　　均　　北山　聡明　　吉川

　昌幸

清田　啓介　　桐原美奈子　　金　　容香　　久保　　武　　久保田隆生　　栗生

　明博

呉川　博計　　黒木　聖子　　黒田　幸子　　黒田　昌志　　桑原　雅知　　小島

　博之

小西　淳也　　小林　　薫　　小山　孝一　　小山　光博　　児上　隆之　　甲川

佳代子

甲田真由子　　河野　直明　　米虫　　敦　　佐々木慶英　　佐藤公彦（大阪）佐

藤　嘉伸

斉藤　昌輝　　坂本　隆吏　　坂本　匡人　　坂本　雅彦　　酒井　美緒　　沢田

　佳宏

三田部志子　　塩出　　壮　　潮田　昌之　　宍戸美津子　　芝地　栄登　　芝田

　豊通

柴田　　高　　島田　博文　　島谷　響子　　島本　茂利　　清水　　健　　清水　　

洋



城根　憲久　　真貝　隆之　　金　　武男　　須亮　慎也　　杉森智亜紀　　瀬古

安由美

園田　明永　　田中絵里子　　田中　佐織　　多喜　雅人　　高田　恵広　　高橋

　孝博

高山　勝年　　高山　賢二　　高橋　弥穂　　滝本由紀子　　詫摩　真久　　竹下

誠一郎

竹村由理子　　武内　泰造　　巽　　光朗　　谷掛　雅人　　谷口　奈美　　玉井

　　賢

干葉　　博　　津川　拓也　　坪倉　卓司　　鶴崎　正勝　　出水　祐介　　寺島　

幹雄

寺山　耕司　　藤内　武徳　　徳網　元嘉　　徳田由紀子　　徳永　正弘　　徳弘

　光邦

中井　朝子　　中井　一成　　中井　資貴　　中下　　悟　　中田　　学　　中野亜

希子

中院　達也　　中松　清志　　中村　聡明　　長渾　昌史　　長瀬　二郎　　二ノ

井照久

丹羽　太貫　　新中　　学　　西大條升一　　西窪　美喜　　西田千嘉子　　西本

　正興

西本　優子　　西山　明秀　　布居　剛洋　　野上　宗伸　　則久　佳毅　　蓮池

　康徳

長谷川博一　　畠中　真帆　　服部　亘代　　花井　　淳　　早川　　忍　　原　　

晶子

原　　唯史　　原田　宏海　　東浦　　渉　　東野　貴徳　　東山　滋明　　平田　

賢次

広川　侑奨　　広川　雄三　　廣田　達哉　　冨上原将之　　福田　哲也　　福田

　有子

伏見　育崇　　藤井　　収　　藤原　俊成　　古市　欣也　　文　　圭三　　保坂　

加代

堀畑　浩史　　馬屋原　博　　前田　隆樹　　前田　哲雄　　牧野　　茂　　増田　

清博

増田　光則　　松尾　幸憲　　松原田津美　　松村　貴代　　松木　祥一　　丸上

　永晃

三浦　幸子　　三上　恒治　　三原　　督　　南川　聡介　　南口　博紀　　宮崎　

延裕

宮本　直和　　宮本　義也　　村井　祐子　　モテ??????殉　　本西　正幸　　森

本　賢吾

森本　昌延　　保水　　卓　　柳生　行伸　　山口　雅人　　山崎　知機　　山崎　

愉子

山上　晶祥　　山田　勝之　　山田　祥子　　山田　優二　　山西　隆章　　山室

　正樹

山本　　憲　　山木　　晃　　山本　清誠　　山本　　聡　　山本　　崇　　山本　孝

信

横谷　繁郎　　吉岡　　聡　　吉岡　靖生　　吉川　俊紀　　吉田　賢史　　吉田

和香子

吉成佳也子　　吉村　通央　　和田　　敬　　若宮　　誠　　渡辺　　薫　　渡遵　

裕一

渡部　浩司　　綿井　良輔

中国・四国

安東　　満　　朝倉　浩文　　有賀美佐子　　有村　秀孝　　井田健太郎　　井田

　樹子

井上　浩一　　伊東　　淳　　居倉　博彦　　飯塚　雅美　　生口　俊浩　　池田

みどり

池森　　功　　礒部　　威　　稲倉　琢也　　岩田　康義　　上野　敏克　　上野　

俊浩

上村　雅彦　　内ノ村　聡　　江木　拓也　　小野　優子　　尾崎　享祐　　大木　



雅登

大西　郁子　　大西　剛直　　大沼　秀行　　大前　健一　　太田　　辰　　岡田　

稔子

岡田　成人　　岡田　宗正　　鉄田　　徹　　柿手　　卓　　勝井　邦彰　　勝部　　

敬

亀田　祐子　　川上剛（広島）　河上　康彦　　河村　武郎　　木下勝弘（徳島）

本村　智樹

北村　弘樹　　橘高　和美　　業天　真之　　楠　　直明　　栗本　典昭　　黒原　

篤志

桑原　将司　　小畠　牧人　　小林　宏光　　小松めぐみ　　古本　大典　　児玉

　浩昭

後藤　　琢　　佐々木克己　　佐藤　真也　　寒川由季子　　深田　聖子　　篠原

　秀一

嶋崎　秀樹　　清水　和人　　清水　啓子　　末元幸一郎　　杉本　　央　　瀬戸

　明香

関川由紀子　　仙波　貴敏　　田中　暁子　　田村　彰久　　田村　　克　　高木

　康伸

高尾　敦子　　高尾正一郎　　竹内麻由美　　竹林　裕子　　立道　　學　　谷口

　敏孝

谷為　恵三　　谷為乃扶子　　佃　　利信　　上江　洋二　　坪井　伸暁　　辻川

　哲也

上居　幸代　　戸上　太郎　　戸田　博之　　冨原　督子　　鐸舎　竜司　　中島

　正光

中田　一群　　中西　頚子　　中村　友則　　中村　　恩　　中山　　洋　　仲松　　

暁

丹羽　康江　　西原喜美香　　西原　礼介　　野田　　聡　　羽根田清文　　羽原

　理佐

橋本かおり　　長谷聡一郎　　長谷川　明　　秦　良一郎　　早漏　直子　　林　

　貴史

林　　彦多　　林田　　稔　　日山　篤人　　稗田　公与　　稗田　雅司　　久　　修

明

久岡　園花　　久田　智洋　　兵頭　　剛　　平井　伸彦　　平尾　　謙　　平木　

隆夫

平田　雅昭　　廣川　孝文　　深見　健一　　福庭　栄治　　藤井　進也　　藤田

　和志

藤村　紀子　　藤原　大輔　　藤原　　禎　　藤原　寛康　　古川　又一　　古谷　

俊介

発知　啓子　　堀川真太郎　　前原　信直　　松井　里奈　　松浦　明子　　松浦

　範明

槇　かおり　　三谷　悛史　　三原　　浩　　三船　啓文　　三好　秀直　　道木　

幸一

宮崎　浩美　　溝畑由貴恵　　村上　忠司　　村上　祐司　　村瀬　知也　　村田

　和子

森　　宏仁　　森渾　容子　　森下　　哲　　森田奈緒美　　森田　尚亨　　矢吹　

隆行

安田　浩章　　山口　康男　　山崎俊一郎　　山上　武則　　山下　富夫　　山田

　貴之

山西　伴明　　山本　　亮　　山本奈都子　　山本　伸子　　山本　泰宏　　横川

　正樹

吉川　美穂　　吉田　敦史　　吉田安友子　　吉村　孝一　　吉村　智子　　米田

　和英

和田真希子　　鷲田　明子

九州・沖縄

安達　優子　　安藤ゆみ子　　足立亜紀子　　足立　源樹　　阿南比奈子　　阿

比留　一



吾妻佐奈江　　赤司　一義　　浅井　邦浩　　荒殿　一洋　　有川　俊二　　有村

　　健

案浦　清高　　井上　昭宏　　井上　公代　　井上　　尚　　伊藤加奈子　　伊牟

田真功

伊良波史朗　　飯田　和久　　飯田智二郎　　池田　久典　　石神　康上　　石

橋　真紀

石丸　英樹　　今井　詩乃　　今田　真一　　今福　義博　　宇都宮大輔　　上田

　真信

上野あると　　牛島　泰宏　　内田　大也　　内野　典子　　内山　大治　　馬ノ段

智一

浦島　雄介　　江頭　秀哲　　江川亜希子　　江藤　英博　　小渡　宏之　　小野

　　研

小野寺　周　　大賀　才路　　大粟　隆行　　大塚　貴輝　　大西　裕三　　岡崎

　浩子

岡原　美香　　岡藤　孝史　　沖野由理子　　沖本　智昭　　甲斐田勇人　　賀

来　　歩

柿沢　秀明　　柿原　大輔　　掛田　伸吾　　柏木　淳之　　門田　正貴　　金子

恒一郎

蒲地　紀之　　鎌田　宏二　　上村　清央　　神谷　武志　　神山　拓郎　　川上

　咲子

川崎　裕平　　木村　英一　　木村　浩二　　木村　正剛　　城戸　妙子　　清渾

恵理子

楠原　和朗　　熊副　洋幸　　黒木　千尋　　桑原　一郎　　小坂　一英　　小森

　哲士

古賀　治幸　　古森　正宏　　児玉雄一郎　　児上　　真　　後藤　一彦　　近藤

　能行

高良　真一　　佐久川紀彦　　佐藤　啓史　　佐藤　　健　　佐上原頚子　　才　

　道昭

相良　吉昭　　相良　佳子　　境　　昌宏　　柴　　建文　　崎原明日香　　崎戸　

康浩

朔　　円香　　洋本　博史　　志村　　武　　品川　正治　　篠原　　麗　　首藤利

英子

白井　敬祐　　白石　慎哉　　新村　耕平　　神宮司メグミ　陣内　絹代　　瑞慶

覧裕子

末永　重明　　末永　干帆　　末藤　大明　　末吉　　真　　鈴木　　弦　　角南　

俊也

田中隆（宮崎）田邉　博昭　　田上　秀一　　高木　昌彦　　高瀬　幸徳　　高田

　洋一

高橋　広行　　竹迫みつみ　　立花　弘之　　上井　　努　　張　　　岩　　津野田

尚子

妻鳥元太郎　　鶴丸　大介　　栂尾　　理　　富田　直史　　冨高　悦司　　冨松

　敦之

鞘田　義上　　中浦　　猛　　中島　一彰　　中園　貴彦　　中田　　博　　中野　

文香

中原真由美　　中山　智博　　中山　博史　　中山　善晴　　永野　喜信　　長田

　　修

長田　周治　　南立　　亮　　西　　智広　　西蔵盛由紀子　西田　暁史　　埜口

　亮輔

野崎　　健　　野尻　淳一　　野々下　豪　　野々下政昭　　野見山弘行　　馬場

　健吉

馬場　館吾　　橋口ゆかり　　畠山　桂久　　演口　真吾　　漬田　裕幸　　林　　

完勇

林　　秀行　　林　　博文　　林田　　毅　　林田　朋子　　原井川豊章　　原田　

英嗣

原田なつみ　　春田くみ子　　春野　豊明　　日野　祐一　　平川　浩一　　平川



　雅和

平野　幹子　　平山　上介　　福島　　文　　福島　健自　　福光　れい　　藤田　

晴吾

藤木　正樹　　藤原　雅人　　古小路英二　　堀之内　信　　本郷　哲央　　本多

　功一

前田　陽夫　　牧野　泰博　　増田　敏文　　増成　　暁　　松浦　秀司　　松村　

泰成

松村由香里　　松本　諭子　　松木　展武　　松本　吉弘　　松山　直弘　　丸岡

　公生

三島　慶子　　光藤　利通　　光木　正弘　　宮田　裕子　　溝手　淑子　　溝脇

　貴志

村上　正彰　　村田　友佳　　村中　貴浩　　木屑　賢子　　森　　有紀　　森尾　

弘子

森本　卓哉　　矢野　隆郎　　矢原　勝哉　　矢村　正行　　禰永　由美　　山口

　恵子

山口　　健　　山口　俊博　　山崎　拓也　　山下　真一　　山田　承子　　山本

修一郎

山本雄一郎　　山本良太郎　　吉武　忠正　　四元　真司　　米山　知秀　　渡

部　　尚

渡邉　征典

国外

禹　　洪均　　魏　　　?　　牛　　廣明　　土井　邦雄　　栃倉　慶子　　許　　承宰

2．選挙権および被選挙権有資格者

北日本

安久津　徹　　安住利恵子　　安達　真人　　安倍　　明　　足立　　至　　阿部　

　悟

阿部秀一郎　　阿部　知博　　阿部　由直　　吾妻　耕治　　相墨　　仁　　青木

　昌彦

青山　英史　　赤井渾　隆　　赤塚　孝雄　　赤沼　弘勝　　赤羽　葉子　　秋田

　真一

秋葉　英成　　浅川　　洋　　浅野　　章　　熱田　　修　　油野　民雄　　油屋　　

潤

荒川　圭二　　新井　上輔　　五上嵐公彦　　伊神　　勲　　伊藤　和夫　　伊藤

　壽介

伊藤　　猛　　伊藤　トシ　　伊藤　久雄　　伊藤　　浩　　伊藤　正敏　　伊藤　義

雄

伊東　一志　　池田　　光　　石井　　清　　石井　正博　　石垣　洋子　　石川　

一郎

石川　博久　　石田　秀明　　石戸　俊雄　　石橋　忠司　　板垣　孝知　　市村

　　博

市村　　亘　　稲越　英機　　犬上　　篤　　今村　上介　　岩崎　　晃　　岩崎　善

助

上村　和夫　　植松　孝悦　　浮洲龍太郎　　臼渕　浩明　　内村　文昭　　内山

　　尚

梅津　尚男　　浦部　真平　　江原　　茂　　遠藤　　敏　　遠藤　順子　　遠藤　　

高

遠藤　雅裕　　小笠原和宏　　小川　　肇　　小川　芳弘　　小倉　浩夫　　小田

　純一

小田野行男　　小田和浩一　　小野　修一　　小野　　伴　　小野寺祐也　　小

原準之輔

小原　東也　　尾崎　利郎　　尾松　徳彦　　及川　茂夫　　及川　秀樹　　及川

　　浩

及川　　優　　大内　　敦　　大串　雅俊　　大久保　整　　大久保真樹　　大坂　

康博

大竹　修一　　大坪　芳和　　大西隆（北海道）大沼　　勲　　太田　幸雄　　太



田　　温

岡田　秀人　　岡本浩一郎　　沖館　純吉　　奥秋　興壽　　奥泉　美奈　　奥寺

　利男

奥山　信一　　乙供　通則　　可愛　喜章　　可愛　喜章　　甲藤　敬一　　加藤

　邦彦

加藤　健一　　加藤　弘毅　　加藤千恵次　　加藤　　浩　　加村　　毅　　利部　

輝雄

角藤　芳久　　角原　紀義　　景山　和廣　　影井　兼司　　梶山　政義　　柏原

　昌子

片倉　　剛　　堅田　　進　　堅田　　勉　　桂川　茂彦　　葛西　健二　　葛西　恒

一

金沢　寿昭　　金子　健志　　兼平　二郎　　鎌田紀美男　　栢森　　亮　　川上

弦一郎

川崎　俊彦　　川崎　能道　　川島　和之　　川島　隆太　　川原田隆司　　河合

　　隆

河田　　泰　　菅野　　巌　　菅野　　仁　　木城　敬志　　木田　利之　　木之村

重男

木原　好則　　木村　　環　　木村　元政　　木村留美子　　喜多村　圭　　菊田

　　学

菊池　陽一　　菊池　良郎　　菊地　弘毅　　菊地　雅子　　岸本　理和　　北原

　利博

金　　成柱　　久志　　亮　　久保　公三　　久保田　恒　　久保田昌宏　　朽木　

　恵

窪田　和雄　　熊岡　構市　　熊谷　由基　　熊坂由紀子　　倉科　達也　　栗原

　紀子

黒川　茂樹　　黒川　久技　　黒川　博之　　黒田　　兼　　黒田　健司　　蜷　　

館弘

小井戸一光　　小柴　博文　　小柴　隆蔵　　小平　泰永　　小場　弘之　　小林

　晋一

小針　俊行　　小松　庸二　　小柳　幸夫　　小山　周樹　　小山　気道　　古泉

　直也

後藤　英雄　　後藤　靖雄　　後藤　了以　　駒谷　昭夫　　近藤まり子　　佐々

木泰輔

佐々木真理　　佐々木幹人　　佐々木康夫　　佐々木幸雄　　佐志　隆上　　佐

藤　明弘

佐藤公彦（秋田）佐藤　善二　　佐藤多智雄　　佐藤千香子　　佐藤　敏輝　　

佐藤　敏彦

佐藤　俊郎　　佐藤　知矢　　佐藤　文昭　　佐藤　　賓　　佐藤　幸彦　　佐藤　

行彦

佐藤　洋子　　佐藤　隆一　　佐藤　玲子　　佐野久美子　　斉藤　明男　　斉藤

　聖宏

斉藤　純一　　斉藤　　司　　斉藤　泰博　　斎藤　　明　　斎藤　友雄　　斎藤　

眞理

斎藤　　裕　　斎藤　陽子　　斎藤　春夫　　斎藤　博哉　　坂田　耕一　　坂本　

澄彦

酒井　邦夫　　酒匂　　健　　桜井　昭彦　　桜井　智康　　樽井　宏子　　糟井　

康雄

笹内　清司　　笹岡　彰一　　笹木　龍太　　捧　　　彰　　深井　通彦　　深井　

義一

志賀　　哲　　志藤　光男　　椎名　　真　　重光　鎮祥　　宍戸　英泰　　宍戸　

文男

篠崎　信世　　篠原　　敦　　篠原　正裕　　柴田　雅仁　　渋谷　剛一　　島田　

克己

島貫　義久　　島野　達也　　清水　克英　　清水　　匡　　上瀬川恵久　　首藤

　龍人



秀毛　範至　　小豆島正典　　白田　一誠　　白上　博樹　　真保　禎二　　神　

　　廉

末山　博男　　菅井　幸雄　　菅原　盛家　　杉江忠之助　　杉江　広紀　　杉田

　　公

杉田　礼見　　鈴木恵上郎　　鈴木　茂毅　　鈴木　茂人　　鈴木　正吾　　鈴木

　静二

鈴木　俊彦　　鈴木　敏文　　鈴木　秀憲　　鈴木　宏俊　　鈴木真里子　　清野

　　修

清野　康夫　　清野　泰之　　関　　裕史　　関沢玄一郎　　関谷　敏彦　　関谷

　　勝

曽根　美雪　　田口千代子　　田口　雅海　　田沢　　聡　　田村　　元　　田村　

　亮

高井　良尋　　高久　祐治　　高久田金助　　高瀬　　上　　高梨　以美　　高梨

　俊保

高橋　栄治　　高橋　邦夫　　高橋　邦尚　　高橋　康二　　高橋聡（秋田）　高

橋聡（新潟）

高橋　昭喜　　高橋　勇守　　高橋　千尋　　高橋　恒男　　高橋　直也　　高橋

　　弘

高橋　　遼　　高橋　良吉　　高槙哲之助　　高畠　博嗣　　高邑　明夫　　高柳

　義弘

高井　憲司　　高橋寿太郎　　竹井　秀敏　　竹内　方志　　竹内　幸美　　竹川

　鉦一

武田　敬子　　武田　　賢　　武田　美貴　　武田　裕作　　玉川　光春　　上川　

芳春

上木　長良　　足渾　輝夫　　樽沢　孝二　　樽沢　信子　　丹上　　勇　　千葉　

裕子

上子　　卓　　津田　隆俊　　津田　雅視　　上田恵美子　　坪井　栄孝　　塚田

　　博

塚本江利子　　洞口　正之　　手戸　　透　　寺江　　聡　　寺薗　公雄　　戸田　

　宏

戸村　則昭　　登木口　進　　遠山　卓郎　　栃原　正博　　飛松　好子　　富田

　雅義

名取　　博　　中越　凡道　　中里　龍彦　　中島　幸洋　　中間　光雄　　中村　

　巌

中村　正人　　中村　　護　　中村　太保　　中村　守男　　中村　恵彦　　中村　

隆二

永倉　久泰　　長畑　史子　　長畑　守雄　　成松　直人　　南部　敏和　　新妻

　一直

新妻　伸二　　新野　恵司　　西尾　正道　　西岡　　健　　西洋　一治　　西野　

茂夫

西原真美子　　西村　義孝　　西山　典明　　根本　建二　　野田　　浩　　羽田

　清隆

羽山　和秀　　芳賀　健一　　場崎　　潔　　白　　上美　　橋本　井子　　橋木　

直人

橋本　　学　　長谷川　貴　　長谷川敏之　　畠山　　隆　　花岡　秀人　　花田　

博之

花山　寛隆　　花輪　　真　　潰　　　光　　演本　　泰　　林　　孝文　　原　　啓一

原田　　聡　　原田　尚雄　　晴山　雅人　　日向野修一　　日向　　浩　　樋口　

正一

樋口　健史　　樋口　義健　　東野　治仁　　菱沼　民生　　平野　弘子　　平野

　義則

平松　一秀　　平本　利彦　　広村　忠雄　　廣瀬　敦男　　福田　栄子　　福田

　　寛

福田　守道　　藤田　勝三　　藤田　親徳　　藤田　徹夫　　藤田　信行　　藤田

　英明



藤森　研司　　藤森　仁行　　藤原　竹彦　　古渾　哲哉　　古田　明美　　古田

　　進

古舘　正従　　宝金　秀一　　星　　宏治　　星野　俊明　　細井　義夫　　細矢　

貴亮

堀尾　圭司　　堀田　彰一　　本間　昭彦　　本間　次男　　真里谷　靖　　餌山

　一郎

餌山　周栄　　間島　一浩　　前田徹（新潟）　前田　春男　　政井　　章　　松井

　博滋

松尾　国弘　　松尾みかる　　松岡　昭治　　松倉　弘明　　松倉理佳子　　松渾

　大樹

松渾　　徹　　松下　晴雄　　松平　直哉　　松谷　秀哉　　松月　由子　　松橋　

俊夫

松木　　恒　　松木　康男　　松本　　容　　丸岡　　伸　　三浦　恵子　　三浦　　

努

三浦　弘行　　三上　史雄　　三品　　均　　三橋　英夫　　水尾　秀代　　水越　

仁志

水野　恵子　　緑川　重夫　　緑川　　宏　　峯木　照夫　　峯田　昌之　　宮内　

孝治

宮川　隆美　　宮坂　和男　　宮崎知保子　　宮田　　恵　　宮地　秀夫　　明神

美弥子

溝口　史樹　　武藤　　務　　麦倉　俊司　　村岡　英夫　　望月　孝史　　望月　

得郎

木谷　廣栄　　許田　洋子　　百瀬　達夫　　森　　雅樹　　森　　裕二　　森田　

和夫

森田　浩一　　森田　哲郎　　森田　　穣　　森谷　浩史　　柳沼　康之　　柳沼　

　進

山岸　広明　　山口慶一郎　　山口　昂一　　山口　成厚　　山口　龍生　　山崎

　哲郎

山崎　岐男　　山田　健嗣　　山田　章吾　　山田隆之（宮城）山田　有則　　山

西　健司

山本　哲史　　山本　貴子　　山本　　徹　　山本　政彦　　山本　　賢　　山本　

理佳

湯川　貴男　　横川　和夫　　横田　昌彦　　横田　裕介　　横山　道夫　　吉岡

　邦浩

吉岡　清郎　　吉川　秋雄　　吉川　大平　　吉川　裕幸　　吉田　和浩　　吉田

　　悟

吉田　　弘　　吉野　雅成　　吉村　誠治　　吉村　宣彦　　淀野　　啓　　和田　

真一

和田　　仁　　和田　良仁　　涌島　　宏　　渡辺　定雄　　渡辺　俊明　　渡辺英

明（北海道）

渡辺　雅史　　渡邊　　磨　　渡邊　　卓　　渡邉　奈美　　渡邉　頚久　　渡部　

信之

渡会　二郎

関東

安島　正歇　　安藤　和夫　　安藤　　公　　安藤　興一　　安藤　策郎　　安藤　

　順

安藤　　健　　安藤　　裕　　足立　雅樹　　阿部　敦子　　阿部　　修　　阿部　克

己

阿部　公彦　　阿部　彰子　　阿部　達之　　阿部　裕之　　阿部　　豊　　阿武　

　泉

相川　礼子　　相田　典子　　相原　敏則　　青木　　敏　　青木　茂樹　　青木　

　純

青木　　猛　　青木　千夏　　青木　　文　　青木　　学　　青木　由紀　　青木　幸

昌

青木　芳朗　　青柳　定政　　青柳　　裕　　青山　俊也　　赤石　　健　　赤田　



壮市

赤沼　篤夫　　赤畑　正光　　赤羽　正章　　赤松　明博　　赤松　聘之　　上利

　則子

秋根　康之　　秋庭　健志　　秋庭　弘道　　秋元　哲夫　　秋谷　昭治　　秋山

　芳久

浅井　俊晴　　浅川　佳佑　　浅川　義次　　浅原　　朗　　浚井　佐江　　朝倉　

英男

朝戸　健夫　　朝日　良一　　蘆田　　浩　　渥美　和彦　　天沼　　誠　　天野　

数義

天野　成子　　天野　真紀　　天野　雅子　　天野　康雄　　天羽　　健　　雨宮　

　謙

雨宮　隆太　　網野　三郎　　網野　雅之　　綾部　善冶　　荒居　龍雄　　荒井

　正彦

荒川　浩明　　荒木　拓次　　荒木　　力　　荒木　　仁　　荒瀬　佳子　　新井洋

太郎

有泉　光子　　有賀　長規　　有賀　久哲　　有竹　澄江　　有馬　　昭　　有水　

　昇

有村　博子　　有山　　襄　　有賀　明子　　有賀　　隆　　有賀　守代　　脾坂　

秀明

井関　　毅　　井染　成夫　　井田正博（東京）井筒　　睦　　井出　　満　　井戸

　邦雄

井上　真吾　　井上　信弥　　井上　多門　　井上　利男　　井上登美夫　　井上

　優介

井上ゆづる　　井上　善弘　　五上嵐義晃　　伊佐山浩通　　伊丹　　純　　伊津

野　格

伊藤　　彬　　伊藤敦子（長野）伊藤　一郎　　伊藤　清信　　伊藤　国彦　　伊

藤　邦泰

伊藤公一郎　　伊藤　　潤　　伊藤　　進　　伊藤　隆志　　伊藤　　正　　伊藤　

直記

伊藤　晴久　　伊藤　正光　　伊藤　幸雄　　伊東　邦子　　伊東　久夫　　伊奈

　宏泰

伊場　昭三　　衣袋　健司　　猪狩　秀則　　飯田　英次　　飯塚　昌子　　飯塚

　有応

飯沼　　元　　飯沼　　武　　飯野　孝一　　飯野美佐子　　飯野　　祐　　飯村　

文俊

飯山　玄子　　幾瀬　純一　　池　　克志　　池上　　匡　　池谷　憲上　　池島　　

厚

池田　　威　　池田　俊昭　　池田　　一　　池田　　恢　　池田　正夫　　池田　道

雄

池田　実徳　　池田　　満　　池平　博夫　　石井　　巌　　石井　勝巳　　石井千

佳子

石井　　誠　　石上　道人　　石岡　邦明　　石川　大二　　石川　隆志　　石川　

達雄

石川　　勉　　石川　　徹　　石川　　徹　　石川　演美　　石川　牧子　　石川　昌

澄

石倉　　聡　　石坂　　浩　　石坂　正綱　　石崎　秀幸　　石沢　　敦　　石嶋　秀

行

石関　　圭　　石田　二郎　　石塚　民幸　　石塚　康人　　石橋　　晃　　石橋　

了知

石原　聖久　　石原　純一　　石原上三夫　　石原庭木子　　石丸　博文　　石

山　隆一

泉　　光一　　磯野喜美子　　磯部　公一　　磯部まどが　　磯部　義憲　　磯村

　高之

板井　悠二　　一之瀬方由利　市川　聡裕　　市川　和雄　　市川　珠紀　　市

川　太郎



市川　智章　　稲岡　祥幸　　稲垣　禎彦　　稲垣　悠一　　稲田　哲雄　　稲田

　陽一

稲山　誠一　　乾　　実花　　今井　　迅　　今井　直美　　今井　春蔵　　今井　

康則

今井　　豊　　今井　　裕　　今井　礼子　　今里　悠一　　今関　恵子　　今西　

好正

今宮　　聡　　今村　恵子　　入江　健夫　　入江　歇之　　入船　寅二　　煎本　

正博

岩井恵理子　　岩井　一男　　岩井　　博　　岩崎　善衛　　岩崎　尚禰　　岩渾

　多恵

岩瀬　　哲　　岩瀬　　透　　岩田　猛男　　岩田　智子　　岩田　幸也　　岩田　

美郎

岩田　良子　　岩永　　静　　岩波　　茂　　岩村　　晃　　宇治　輝幸　　宇城　信

吾

宇都宮多津子　宇野　公一　　宇野　　隆　　鵜渾　紀子　　上田　　巌　　上野

　恵子

上野　秀樹　　上蓑　義朋　　植田　候平　　植田　瑞穂　　植野　　映　　植松　

貞夫

植松　　稔　　牛見　尚史　　氏田が寿夫　　潮田　隆一　　臼井　裕子　　臼田

　一紀

内田　　勲　　内田　隆也　　内田　佳孝　　内山菜智子　　内山　真幸　　梅田

　徳男

梅原　　功　　浦上　信也　　浦橋　信吾　　江口　信子　　江原　範重　　越後　

純子

榎本　京子　　海老原玲子　　遠藤　英二　　遠藤　和子　　遠藤　啓吾　　遠藤

じゅん

遠藤　真広　　小川　健二　　小川　昌澄　　小口　和浩　　小口　正彦　　小熊

　栄二

小倉　頚子　　小倉　歇裕　　小倉　知巳　　小渾　幸彦　　小高　明雄　　小田

切邦雄

小谷　庸一　　小田和金重　　小手　重臣　　小野　宗男　　小野　由子　　小野

　　慈

小野　良祐　　小野木雄三　　小畠　隆行　　小山　和行　　小山田日吉丸　尾

形　　均

尾川　浩一　　尾川　紀子　　尾崎　　裕　　尾沢　光久　　尾上　正孝　　尾花　

宏一

尾見　秀歇　　織内　　昇　　大石　園美　　大石　卓爾　　大石　幸彦　　大泉　

幸雄

大井田　基　　大内　敏宏　　大内　　寛　　大江　光雄　　大川　伸一　　大川　

智彦

大河原　清　　大木　　亨　　大木　弘行　　大久保忠成　　大久保敏之　　大久

保裕雄

大熊　　潔　　大蔵丈太郎　　大越　隆文　　大沢　文子　　大渾佐知子　　大渾

　　忠

大島　敏美　　大島　統男　　大図　逸郎　　大杉　文雄　　大滝　　誠　　大獄　

　達

大竹　英二　　大竹　成夫　　大谷　洋一　　大槻　清孝　　大槻　紀子　　大友

　　邦

大西　　清　　大西隆（東京）大西　　毅　　大西　　洋　　大沼　直躬　　大野　

岑也

大野　達也　　大野　英丸　　大場　　洋　　大橋　　勇　　大橋健二郎　　大橋　

泰彦

大畑　武夫　　大原　　潔　　大原　啓介　　大渕　真男　　大町　正道　　大松　

広伸

大村　　至　　大村　桂司　　大村　素子　　大森　裕子　　大屋　成之　　大矢　



　徹

大山　永昭　　大山　行雄　　大脇　和彦　　大日方　研　　太田　顕成　　太田

　祥一

太田　岳樹　　太田　　宏　　太田　正志　　太田　淑子　　扇　　和之　　岡　　秀

宗

岡崎　　篤　　岡奇　洋一　　岡沢　憲雄　　岡島　雄史　　岡田　　静　　岡田　

周市

岡田　淳一　　岡田　　進　　岡田　　稔　　岡田　洋一　　岡田　吉隆　　岡田　

良行

岡野　真治　　岡野　友宏　　岡本　英明　　岡本　和久　　岡安　俊樹　　冲永

　荘一

沖　　陽輔　　起塚　裕美　　荻野伊知朗　　荻野　　尚　　奥田　逸子　　奥田　

茂男

奥野　哲治　　奥畑　好孝　　奥村　敏之　　奥村　秦彦　　奥山　　厚　　奥山　

武雄

奥　　真也　　長田　久人　　長田　　浩　　押井　哲夫　　押尾　晃一　　折居　

和雄

折井　弘武　　恩田　和彦　　恩田　　一　　恩田　宗彦　　女屋　博昭　　負門　

克典

可知　謙治　　加賀美芳和　　加地　辰美　　加瀬　貞治　　加藤　和昭　　加藤

　真吾

加藤　達也　　加藤　二久　　加藤　久豊　　加藤　博敏　　加藤みゆき　　加藤

　仁成

加山　英夫　　何　　偉傑　　鹿島田明夫　　我那覇文清　　貝津　俊英　　柿崎

　　大

柿沼龍太郎　　垣内　秀雄　　角田　　徹　　角　　文明　　掛川　　誠　　笠井　

清美

笠川　賢二　　橿尾　英次　　猪本　智子　　春日　　孟　　片桐　究代　　片桐　

科子

片桐　史郎　　片瀬　七朗　　片野　　進　　片山　信仁　　片山　　仁　　片山　

通章

片山　通夫　　勝俣　康史　　勝矢　知雄　　門倉　光隆　　金井　達明　　金井

　福栄

金井　昌訓　　金井　由紀　　金井塚文明　　金沢　裕之　　金庫　　新　　金渾

　政之

金子稜威雄　　金子　健二　　金子　昌弘　　金田　　智　　兼坂　直人　　兼平

　千裕

兼安　祐子　　鐘ヶ江香久子　叶内　　哲　　釜野　　剛　　鎌田　　栄　　鎌田　

　正

鎌田　憲子　　上總　中童　　上條　寿郎　　神長　達郎　　神谷　正己　　神田

　幸助

神立　　進　　鴨川　盛秀　　鴨下　　亨　　唐木　靖雄　　唐木田　修　　唐沢　

信安

唐渾　英偉　　唐渾　克之　　唐渾久美子　　苅込　正人　　川勝　樹夫　　川上

　睦美

川口　　修　　川口　　隆　　川口　　洋　　川島　勝弘　　川島　実穂　　川田　哲

也

川津　泰一　　川名　弘二　　川波　祥子　　川俣　博志　　川本　雅美　　河合

　　卓

河合　千里　　河合　誠義　　河内　伸夫　　河島　光彦　　河島　恭彦　　河内

　清光

河西　昌幸　　河本　里美　　河守　次郎　　菅　　信一　　木島　鉄仁　　木田　

　聡

木谷　直司　　木村　史郎　　木村真二郎　　木村　弘志　　木村　文子　　木村

　誠志



喜多みどり　　菊池　　章　　菊池　哲哉　　菊池　庭木　　菊池　真理　　菊池　

光治

菊池　善郎　　菊地　　白　　北方　勇輔　　北川　マミ　　北沢　　卓　　北野　雅

史

北之園高志　　北演　博之　　北原　　規　　北原　　宏　　北村　達夫　　北村　

正幸

北本　佳住　　吉川　　晃　　清野　邦弘　　京極　仲介　　京藤　幸重　　金野　

義紀

金原　一弘　　久保　敦司　　久保田　潤　　久保田　進　　久保田勇人　　久保

田芳男

久山　頚平　　久留　　裕　　工藤　功男　　草野　正一　　草間　　香　　日下部

きよ子

日馬　幹弘　　櫛橋　民生　　櫛谷　浩水　　鯨岡　結賀　　楠田　頚子　　楠木

　昌彦

沓木　章二　　国枝　悦夫　　国又　　肇　　國枝　博之　　國安　芳夫　　窪田　

宜夫

窪田　徳幸　　窪田　博吉　　隈崎　達夫　　隈元　芳一　　熊谷　英夫　　熊谷

　曜子

熊倉　賢二　　熊倉　嘉貴　　熊渾　昭良　　熊野　信雄　　汲田伸一郎　　倉岡

　東一

倉下　　雄　　倉田　忠宜　　倉見　美規　　倉持　正志　　倉本　憲明　　栗栖　

康寿

栗林　　徹　　栗原　宏明　　栗原美貴子　　栗原　泰之　　栗原　宜子　　栗原

龍太郎

黒川　重雄　　黒木　一典　　黒木　嘉典　　黒崎　敦子　　黒崎　喜久　　黒渾

　　彬

黒田　　覚　　黒柳　錦也　　桑島　　章　　桑島　賢介　　桑島　成子　　桑田　

知子

桑鶴　良平　　桑原　雅子　　桑原　雄二　　弦間　和仁　　小池　幸子　　小池

　繁臣

小池　正人　　小泉　　潔　　小泉　　淳　　小泉　　満　　小板橋　宏　　小久保　

宇

小坂　　昇　　小島　栄一　　小島菜穂子　　小嶋　　馨　　小須田　茂　　小竹　

文雄

小塚　拓洋　　小林　　馨　　小林　茂雄　　小林　　餌　　小林　成司　　小林　　

剛

小林　達伺　　小林　光道　　小林　直紀　　小林　信雄　　小林はる美　　小林

　秀樹

小林　雅夫　　小林　泰之　　小林　由子　　小林　有香　　小林　洋二　　小堀

　賢一

小俣　　香　　小松　　隆　　小南　公人　　小見山喜ハ郎　小山　典子　　小山

　佳成

小山隆一郎　　木暮　　喬　　古賀　雅久　　古賀　　靖　　古寺　研一　　五味

光太郎

五味　達哉　　五味　直哉　　五味　弘道　　五味　　誠　　後閑　武彦　　後藤　

克巳

後藤　慎介　　後藤　康之　　甲田　英一　　河野　　敦　　洪　　誠秀　　神武　　

裕

國分　優美　　越島得三郎　　越原　　浩　　此枝　紘一　　駒橋　　武　　是永　

建男

近藤　達也　　近藤　　誠　　近藤　由美　　近藤　良明　　佐伯　秋央　　佐伯　

光明

佐方　周防　　佐口　　徹　　佐久間　亨　　佐久間由吉　　佐々木　慧　　佐々

木　茂

佐々木武仁　　佐々木つぐ巳　佐々木真弓　　佐々木泰志　　佐々木康人　　



佐竹　文介

佐竹　光夫　　佐藤　章仁　　佐藤　克彦　　佐藤　勝彦　　佐藤　健児　　佐藤

　晃司

佐藤　浩三　　佐藤　滋宏　　佐藤　秀一　　佐藤　駿吾　　佐藤　史郎　　佐藤

填一郎

佐藤　　設　　佐藤　貴子　　佐藤　俊彦　　佐藤　始広　　佐藤　典子　　佐藤　

太志

佐藤　雅史　　佐藤　導直　　佐藤　通洋　　佐藤　守雄　　佐藤　　豊　　佐藤　

良則

佐貫　菓一　　砂倉　瑞良　　西連寺永康　　斉藤　和彦　　斉藤　和博　　斉藤

　克子

斉藤　正身　　斉藤　正好　　斉藤　吉弘　　斉木　名執　　斉藤　公彦　　斉藤

　元章

斉藤　元章　　斎藤　清人　　斎藤　拓郎　　斎藤　和歌　　斎田　幸久　　擾藤

　　勉

磨藤　俊孝　　斎藤　秀敏　　雑賀　一美　　坂口　正一　　坂本　和裕　　坂本

　和宏

坂本　光史　　坂本　尚隆　　酒井　文和　　酒井　文彦　　酒井　光弘　　酒井

　康子

境野　宏治　　作道　元威　　作山　摺子　　咲間　純夫　　桜井　清子　　桜井

　英幸

糟井　賢二　　糟井美奈子　　糟田　　亮　　笹下　　薫　　笹川　道三　　笹森　

典雄

笹森　　斉　　貞岡　俊一　　鮫島　　剛　　沢田　宣久　　沢田　　豊　　沢野　誠

志

三枝　裕和　　志賀　逸夫　　志田　寿夫　　志真　泰夫　　志村　一男　　志村

　容生

椎名　丈城　　椎葉　　忍　　塩沢　敦子　　塩渾　全司　　塩島　和美　　塩島　

　勝

塩谷　清司　　塩野　孝博　　塩谷　　淳　　塩山　靖和　　鹿間　直人　　茂松　

惇之

茂松　直之　　繁村　　直　　七條　祐治　　篠崎　　淳　　篠崎　健史　　篠田　

宏司

篠塚　　明　　篠塚　　忠　　篠原　邦夫　　篠原　照彦　　篠原　広行　　篠原　

靖志

篠原　義智　　芝崎　初江　　柴田　篤志　　柴山　千秋　　渋谷　　均　　島　倭

文郎

島　千加良　　島　　英樹　　島倉　康守　　島田　栄治　　島田菜穂子　　島田

　裕司

嶋田　守男　　清水　　耕　　清水　常正　　清水　哲平　　清水　弘明　　清水　

　浩

清水　有二　　清水　裕次　　清水わが子　　下山田和裕　　上島　久正　　白

井　辰夫

白石　昭彦　　白神　伸之　　白貝　彰宏　　白神　宜史　　白川久美子　　白川

　崇子

白須　昌代　　白上　　誠　　白鳥　康史　　自水　一郎　　信田　卓男　　新海　

義重

新藤　　昇　　新藤　博明　　新藤　雅章　　新保　宗史　　新木　　弘　　陣崎　

雅弘

須藤　宣弘　　須藤　久男　　須山　正文　　菅原　信二　　菅原　　正　　杉浦　

孝司

杉木　修治　　杉崎　健一　　杉野　吉則　　杉本　映一　　杉本　東一　　杉本

　英治

杉本　　博　　杉山　純夫　　杉山　丈夫　　杉山　正人　　鈴木　和代　　鈴木　

邦彦



鈴木　恵子　　鈴木健一郎　　鈴木　健之　　鈴木　謙三　　鈴木　孝司　　鈴木

　　滋

鈴木　　真　　鈴木振一郎　　鈴木　宗治　　鈴木　孝成　　鈴木　天之　　鈴木

　丈夫

鈴木　次夫　　鈴木　紀夫　　鈴木　英夫　　鈴木　英樹　　鈴木　秀徳　　鈴木

　　均

鈴木　文直　　鈴木　　賢　　鈴木　　豊　　鈴木　良彦　　砂川　好光　　砂場　

鋼治

住　　幸治　　角　美奈子　　セーズ、ペーター世利　重実　　瀬戸　一彦　　瀬

戸　哲郎

瀬戸　雄一　　清野　哲孝　　関　　孝和　　関　　達夫　　関　　恒明　　関口　建

次

関口　紀子　　関口　隆三　　関根　　広　　関谷　　透　　妹尾　正夫　　芹沢信

一郎

芹渾　誠一　　千田　道雄　　曾根　脩輔　　副島　和彦　　田ヶ谷二三夫　田崎

　　功

田島　早苗　　田島なつき　　田島　廣之　　田島　康夫　　田尻　　孝　　田井　

行光

田寺　修一　　田所　克己　　田中　　格　　田中　栄一　　田中恵美子　　田中

　　修

田中治（埼玉）田中義一郎　　田中　淳司　　田中　次郎　　田中　卓雄　　田中

　利彦

田中　直子　　田中　　仁　　田中　宏子　　田中　　宏　　田中　　満　　田中　慈

雄

田中優美子　　田中　良明　　田辺　英二　　田辺　政裕　　田邊　裕明　　田之

畑一則

田村　　晃　　田村　綾子　　田村　和哉　　田村　宏平　　田村　信一　　田村　

泰治

多湖　正夫　　多田　信平　　多田　真和　　高岩　成光　　高木　信一　　高木

　　務

高木　政美　　高木ハ重子　　高木　　亮　　高階　経幸　　高島庄太夫　　高田

　維茂

高田　　伸　　高田　育紀　　高田ゆかり　　高取　吉雄　　高梨　秀子　　高野　

英行

高野　洋一　　高橋　　育　　高橋　啓悦　　高橋　康一　　高橋　貞夫　　高橋　

修司

高橋　祥吾　　高橋　伸作　　高橋　　卓　　高橋　健夫　　高橋　正康　　高橋　

政之

高橋　満弘　　高浜　克也　　高浜　龍彦　　高原　太郎　　高安　賢一　　高山

　　誠

高橋　正秀　　高山　　豊　　滝川　崇弘　　滝沢　　修　　滝沢　謙治　　滝沢　

正臣

滝渾　義和　　滝野　　博　　瀧　　康紀　　瀧川　政和　　瀧渾　弘隆　　瀧島　

輝雄

竹井　亮二　　竹内　　啓　　竹内　信良　　竹下　浩二　　竹田　利明　　竹田　

正宗

竹林　茂上　　竹政　和彦　　竹村　克人　　竹本　明子　　武井　一喜　　武井

　　豊

武内　弘明　　武田　篤也　　武田　　敏　　武田　　徹　　武田　浩知　　武中　

泰樹

橘　　政昭　　辰野　　総　　舘沢　　亮　　舘野　　温　　舘野　　円　　舘野　之

男

棚田　修二　　谷　　一朗　　谷尾　　昇　　谷岡　久也　　谷部　正浩　　谷村　

慶一



谷本　伸弘　　玉井　　仁　　玉井　好史　　玉木　喜一　　玉木　義雄　　玉本　

文彦

丹下　正一　　丹野　宗彦　　千葉　一夫　　趙　　上一　　趙　　成済　　対馬　

義人

津田　政行　　津布久　誠　　津布久雅彦　　月岡　大吾　　月岡　健雄　　築山

　　巌

築山　俊毅　　築根　吉彦　　佃　　俊二　　佃　　正明　　上屋　一洋　　上屋　

文夫

堤　　直葉　　堤　　義之　　角田　博子　　坪井　照夫　　坪田　雅子　　塚田　

健次

塚谷　泰司　　塚原　雄器　　塚本　信宏　　辻　比呂志　　辻　　　誠　　辻井　

博彦

辻本　文雄　　手島　　慶　　手島　　威　　手島　泰明　　出来　丈弘　　寺内　

隆司

寺尾　江里　　寺島東洋三　　寺田　一志　　寺田　洋子　　寺原　敦朗　　照井

　頌二

土井　　修　　土井　偉誉　　土井内恒宏　　土岐　文武　　土器屋卓志　　土肥

美智子

戸川　貴史　　戸崎　光宏　　戸張　千年　　戸迢　公子　　戸矢　和仁　　都丸

　禎三

登田　久子　　東野英利子　　東谷　秀樹　　遠田　　譲　　遠山　敬司　　遠山

　富也

藤栄　寿雄　　徳植　公一　　徳田　政道　　徳永　正俊　　徳永　真理　　徳丸

　阿耶

轟　　　健　　隣谷　義人　　富田　　貴　　富田富上子　　富田　宗貴　　冨岡　

邦昭

冨永　紳一　　豊川　連記　　豊川　保雄　　豊田　上子　　豊田　健嗣　　豊田

　達也

豊田　信明　　豊田　　肇　　鳥取　広治　　鳥居　幸夫　　鳥越
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