廣瀬哲司 廣瀬美知子 松本敬人 永井潤 佐野真理 柴田幸子 園田己義 園田睦子 石川仁施 石川春枝 森下健 森下光子 松浦直己 松浦正子 市川梅男 塚本静江 秋本彰 秋本まつ江 斎藤用子 大島康弘 大島豊子 石神みどり 大石燿慈 大石恵奨 望月大旗 中村一良 永田久美子 木村隆一 伊藤浩司 山村欽一郎 山崎勝治 長谷川秋義 長谷川博子 山田恒光 山田由江 神村衛 神村正巳 山田今好 高瀬光夫 高瀬あや 杉山宣子 弓岡茂美
中村美代子 橋本正絋 橋本道子 鈴木恵 松木廣美 大石喜子 四ツ谷恵 四ツ谷征登 佐野陽子 清水鈴江 富永周子 桜井洋子 桜井和好 桜井春希 早崎末広 早崎裕子 粕谷久 粕谷たか子 岩堀九一 岩堀住江 岩本孝之 佐藤正司 佐藤福子 横田博 三倉克之 大石江里子 大石昌利 三輪則夫 定石公男 鈴木四郎 鮎澤喜代子 朝比奈澄子 杉井睦子 岡崎清子 石井孝次 勝叉俊夫 小林義司 原田裕 原田妙子 大石康男 池ヶ谷雄二 石田章 青木鐵夫
青木晴美 下田次雄 下田富美子 山口勲 山口節子 近藤厚 近藤好江 山田巌 山田敏江 木村哲 木村睦子 志村鏡一郎 志村富子 梅澤武夫
竹内賢一 竹内眞理子 岡村秀夫 岡村公子 鈴木玲子 成島昭 石田巌 杉田陽三郎 岡本功 山本恭義 南雲初義 鈴木晃 小泉功 丸山潔 若栗稔 若栗美保子 下田康子 小泉禮次郎 小泉とし江 本間忠三郎 本間ちよ 稲葉佐多子 稲葉和大 澤田初代 岡村芳江 木野てい 西田栄子 池谷さき子 山根まつゑ 岡田三恵子
木下恒 伊藤良平 山﨑正義 肥田正巳 池田節子 廣瀬幸一 桒原敏 池谷晴美 杉保和美 山本千枝子 臼井勝夫 山本松蔵 篠千泰 田中規之 田中なか江 奉守康治 奉守弘子 大久保あさみ 園田勝明 堀田容子 池田馨 藤山礼子 皆川雅範 青島まさ代 臼井紀子 前橋純子 村越秀子 斉藤すみえ 曽根富美子 原田喜美子 松本偉雄 鈴木照男 鈴木敬子 石井通春 石井直美 臼井全代 臼井益夫 斎藤秀雄 斎藤るみ子 鈴木勝之 鈴木玲子 富田正一 富田すみ子
山本なのは 山本燈太 長澤真寿美 増田千次郎 池田一 永田昌輝 錦野光浩 塚本清一 平島逸雄 渡邉敏弘 渡邉静美 森下富春 森下ちか子 鈴木二三枝 鈴木康子 塩沢択美 塩沢ふさ子 金子文武 金子久世 藪﨑央而 藪﨑愛子 八木勝彦 八木ほづみ 八木新也 八木麻理子 増田喜代治 尾原哲志 春木イツ子 箱崎勝彦 鈴木重康 鈴木ふみ 山梨俊明 山梨美津子 田上博夫 松永育男 松永由枝 島田敏男 島田英子 岡村則男 中村博美 石川政志 佐藤喜久子
西ヶ谷智成 西ヶ谷千明 西ヶ谷結真 西ヶ谷愛音 西ヶ谷富子 西ヶ谷昌彦 大石信生 大石美代子 牧野克代 牧野和広 水島まさよ 水島和夫 出木侑子 出木充 米山岳志 西野ひろ代 丸杉悦子 内野勝久 岡田秀司 鈴木俊次 青島詳次 大石てい 河口里 村沢嘉久 根岸朋子 杉山いつ乃 大木啓司 植松洋典 村松静雄 青木保美 森田秀夫 秋田静男 橋本政巳 片山昇一 磯部芳子 高橋正 森本成子 西野順子 西野雅好 西野匡彦 山本勝美 山本明美 山本直紀
山本江利奈 原田隆 原田廣子 横山廣志 横山貴生子 枝村三郎 枝村泰代 朝倉璋 朝倉眞知子 八木陸雄 八木美砂子 長谷久美子 澤崎菜穂子 菊川辰男 菊川幸子 浅羽廣吉 浅羽たか子 片山峰子 片山廣吉 安達進 安達あかね 片山富男 片山玲子 海老名勇 海老名勇次 松下一好 松下光江 北野庄次 北野教子 北原美津江 下村昌子 下村真琴 高池梓 高池映夫 沼野成実 蒔田暁 味元かおる 森かず江 森忍 丸山昭夫 丸山幸子 村松茂 湯田初恵
大橋里枝 高橋はま江 野澤洋子 野澤孝志 桜井清子 小梁直美 寺坂敏子 長谷川政子 小川眞由美 柴田猛夫 秋山好枝 野田久美子 大石憲 大石俊子 白鳥静子 勝部ミヤ 竹内久 安藤実 安藤道子 木下恒 木下弘子 阿部一彦 阿部紀子 前田和久 牧野しず子 伊藤ふみ子 伊藤好穂 矢嶋祥夫 下村義則 法月良夫 増田照恵 増田清一 槙本真理子 小林純子 中野博行 中野照代 石﨑俊夫 石﨑文子 鈴木裕子 彦坂正博 青木英治郎 青木やすよ 八木勤
藤牧正弘 藤牧貞子 小長谷文男 小長谷早苗 齋藤喜四郎 斉藤和志 髙倉晃三 髙梨勝昭 髙梨和子 佐藤国昭 佐藤俊江 小林大治郎 杉村征郎 天野一美 秋山はる子 秋山博子 片野伸男 堀尾惠三 杉本靖子 奥田利子 吉岡久江 大石恒雄 塚本勝博 村上猛 岩崎祐司 大川鉄男 依田敦 依田豊子 平田一高 成瀬實 成瀬フミ 小野田冨美子 笹本忠志 笹本悠子 笹本洋三 笹本美紀代 中西勤 中西久代 中野賢作 中野かよ子 鈴木省吾 鈴木芳江 古賀春子
袴田明男 袴田小夜子 飯田彰 飯田麻利子 石田光一 石田初江 松下延子 沢田清一 清水紀夫 清水紀子 清水暁夫 相模吉美 石上哲夫 石上由紀江 石上哲也 八木マイク 八木瑞穂 増田三郎 増田泰子 山口喜春 岩本千鶴子 沖吉あき子 小田明美 大南昭吉 志村幹彦 宗野孝子 小林正二 小林豊子 佐藤一広 鈴木匡代 土屋卓 冨田幸政 永橋きよ 新国久代 望月紀利 望月和江 吉澤辰幸 吉澤はつ江 酒井邦子 酒井政男 天方考一 伊藤秀夫 伊藤なお江
老川久美子 老川哲夫 岡本光一 岡本千代美 上條修 北野樹雄 北野房江 児島孝之 鈴木晃 竹本記代子 中野文雄 平澤正勝 水野博子 宮田優治 青山知子 浅賀たみ子 芦澤恵子 池谷隆江 石村久仁子 石村利之 上田素子 大石潤子 大多和太佳子 岡村敏康 小澤僖和子 小野田アヤ子 加藤いく子 川井陽子 北村光枝 久保田朋子 小林安子 菅原恵子 杉山弘 鈴木智美 篠みさを 髙畠好江 田中嶋直子 丹野成子 堤芳子 東城清香 永井花子 西部勝子
能登明恵 服部愛子 日比野俊司 星金美恵子 増田美知子 増田賀恵 松川由美 松下幸代 松下秀子 松下由美子 松永克子 水野幸男 宮本アツ子 望月恵子 望月春江 森田昌子 森弓子 門田英子 吉野裕子 米澤久代
中田優 中田和子 新村直樹 新村由美子 青木恵子 岡本純子 芳賀美江 稲葉和寿子 高木タミコ 篠原恵 宮本真里 鈴木栄津 鈴木高行 石原清美 島田充子 安田愛子 佐藤久恵 佐野容子 黒沼百合子 藤原玲子 前田洋子
井上克世 紀定子 長倉伊津江 柴田彰 柴田恵子 漆畑多恵子 宮城嶋理重 山田あゆみ 勝山陽子 鈴木政子 青島菜穂子 窪田由佳子 宮城嶋遥加 村上佳奈 藤原芳久 大井美智子 佐野雅之
大庭郁枝 望月吉春 小野由紀子 山河進 片井利明 富田英司 池ヶ谷道子 鍋田敏子 三ツ石光代 三ツ石豊 袴田由季子 海野りえ子 髙塚順子 満間和子 白鳥操 白鳥照子 此木恵美子 栗田幸子 酒井政和
内田哲弘 林克 牛丸修 青山章 堤芳子 岩崎強 桜井建男 芳賀直哉 石塚定治 山口数洋 山口享子 湯沢洋江 積哲也 大石佳世子 大石和志 三宅三枝子 石川勝巳 石川雅子
石川哲矢 川上幸子 太田松次 河瀬輝典 望月悦子 市川正 堤芳子 松永洋子 田代元一 酒井さち 金川泰子 石川津由子 狩野肇 狩野美知子 古川富沙枝 新井昭寛 新井京子 長谷川早苗
長谷川直人 増田敦子 長澤裕 大石由未 長澤美穂 長谷川寛 青島朋子 安達寿子 深川廣子 大畑紀子 春田みね子 西澤紀生 西澤光子 合戸政治 合戸忍 山口啓子 山口茂
榎本仁 榎本伊公子 荻野静 荻野洋子 四ノ宮隆司 四ノ宮祥子 小川和枝 入江し子 入江海太 小長谷久子 小長谷實 吉田綾子 桜井秀子 田村茂樹 坂本信子 乗松かつみ 山本圭介
佐津川久留美 夏目宏子 安達昌興 志村祥子 富田倫弘 小林泰之 池ヶ谷春雄 池ヶ谷亘枝 伊藤靖彦 伊藤智美 馬場利子 山口直己 黒沼宏一 黒沼由利子 斎藤直子
斎藤恵子 大石巌 榛葉伊佐雄 榛葉ちえ子 杉本輝雄 藤田博辞 松永昭 羽賀兼雄 羽賀磯美 羽賀元美 三浦登志子 飯村義昭 海野吉弘 勝野廣宣 滝下正敏 西垣定治郎
西垣親子 大畑好子 深見ふく代 杉田源太郎 三浦博美 杉山智昭 平野正之 小見山正博 里秀夫 里美香 横野守 藤田直久 藤田綾子 小林美恵子 佐野裕文 岡端佳代子
波多野浩 山田貴徳 山田均 山田哲 大畑雅子 金崎定男 金崎さち子 池田綾子 池田進彦 松村光隆 松村久美子 秋山昭子 佐藤研一 佐藤まさ江 松浦す江子 松本恭子
辻本友章 辻本貴子 稲穂毅 鎌田瑞枝 松下真児 和田千恵子 和田眞人 山村喜久男 松下知彦 望月金一 高地孝実 村岡広行 村岡幸子 山本夫美子 山本明久
篠崎順一 松川功 細澤実 林真人 土屋輝史 石間幾代 岡田美代子 大塚功二 守屋隆男 永島雪江 永塚彰 永塚信子 永井陽太 中嶋哲夫 森栄司 橋本哲雄 橋本加代子
横山夏日子 塚本徹 藍月七菜 岩崎孝 野村昭二 佐伯かをり 河合利夫 八木澄人 八木三代子 廣瀬勤 松井美智子 鈴木学 鈴木文子 松永昌治 粕谷悠 粕谷祥子
池ヶ谷八州志 北山禮子 田中利政 多田義幸 久保田葉子 山下純子 坂野世江 杉山昌世 斉藤あかね 佐野菫 岩城朱里 磯谷奈津美 北村遥 森円 髙松隆治 髙松令子
阿部浩基 諏訪部史人 家本誠 佐野雅則 青柳恵仁 梅田英樹 平下愛 守屋典 小林里江子 横山法子 小倉愉梨 木村友美 増田由美 石垣香奈 小柳絵里加 谷田夏実
上田友梨 黒岩千夏 黒田貴子 佐藤悦子 田中俊江 田中正道 今井淳 橋本純 深田祐文 浜崎尋子 大塚龍吾 森山陸雄 田中眞理子 大多和暁 山田かず江 大石明子
海野佐智子 淸野佳昭 杉山桂子 三好美佳 遠山陽一郎 遠山依子 松原透 久保田信二 久保田道子 平野久子 浅野幸子 高木雅子 高木恵太郎 樋口徹 樋口幸恵
久保田玲子 久保田清美 宇野哲郎 海野順二 海野知子 佐藤裕之 佐藤和子 桑原崇 中川実 中川薫 鈴木文也 大牧正孝 塩津民樹 塩津鎮子 佐藤範雄 田辺嘉代子
佐野光代 林四郎 林とみ江 関研一 金澤貴美子 金澤治 畑光夫 畑かずゑ 大津山国夫 大津山緑 紅林良治 田中省三 稲葉勇雄 稲葉ひろみ 三輪綾美 川中瀧男 矢部俊男
矢部早苗 山田照代 山下亮一 山下順子 山田覚 野崎恵子 榊勝利 榊あゆみ 佐野正弘 秋元加代子 秋元町子 渡辺正寿 袴田勝 袴田早苗 宮野川せつ子 芦川歴
竹下あや子 山畑善次 山畑一枝 酒井洋美 永島雪江 山根イネ 小林美津子 川本宏子 大石功 小林三郎 小林信子 大石一枝 望月保男 三輪栄子 塩澤廣 丹羽巌 岩﨑誠夫
岩﨑満洋 岩﨑朝子 岩﨑望 長谷川宏蔵 長谷川睦江 鈴木惇 鈴木八重子 松田良一 松田幹子 三輪チエ子 三輪矩正 高島和子 近藤敦子 塚本幸子 久留一枝 堀川珠江
岡崎徳男 岡崎千恵子 五井卓 五井寿美子 芦沢宏郎 相場久夫 阪井徹 清水金之 清水享子 鋪清 及川きみ子 及川進 小川峯子 甲賀利男 甲賀明子 杉本護 杉本亜希子
三輪久子 栗田寛 栗田千代子 杉山佳代子 伊藤仁 見宮淳司 見宮光代 原田洋子 靑木禮子 石川麻衣子 北野豊 北野陽子 北野史暁 北野智美 讃井廣子 藤澤早苗
榊原重市 服部憲幸 服部明子 中村由紀 大村忠宏 村松勇男 村松由紀子 宮雅江 宮秀雄 吉田冨二夫 吉田三枝子 大坪美惠子 大坪菜穂子 林道生 杉山次郎 杉山いく江
渡辺謙太郎 渡辺浩子 岩本鈴江 竹原玉恵 竹原良 佐野道子 永田ひろみ 望月明美 武藤侊枝 溝口進 渋谷千登世 望月陽男 浅見幸也 浅見溶子 大澤美恵子 伊藤美智子
海野稔 海野文代 山田育男 山田康子 八木常司 中川千昭 甲賀邦武 甲賀園枝 山下昌子 小林保子 中村幸江 大澤哲也 大澤康子 殿岡裕規 殿岡真弓 塚原保 塚原武子
草ケ谷昌吾 草ケ谷桂子 鷲山ひさ枝 高木一惠 奥山貞志 奥山美保子 富田しず子 山本義彦 杉山明子 杉山元康 杉山雅彦 浦田早苗 永井登志子 永井次雄 三上正勝 三上てつ
望月喜子夫 望月晏子 寺井久美子 望月貞夫 望月玲子 渡部八千代 田村吉治 牧野生司 牧野邦子 大石博史 大石あけみ 稲葉孝子 中村弘武 中村伸江 小野泰三 小野茂子
大場勝彦 富田家一郎 富田節子 青池則男 青木克己 青木孝憲 青木もと江 青島広行 阿多和行 雨宮翼 雨宮美和 安間利信 五十嵐光子 池谷和江 池田恵美子 池田淳子
石井福生子 石井康弘 石垣和男 石垣修策 石垣鈴江 石垣輝久 石垣都志子 石垣花子 石上彰夫 石上花子 石川健 石川謙二 石川幸子 石川純子 石川十四雄 石川菜々
石川増美 石川八重子 石川結梨 石川涼 石川瑠璃 石田美佐子 市川勝利 市川勝美 市川富美江 市原弥生 伊藤勝 伊藤鉄男 伊藤ふじ江 稲葉恵子 稲見晃一 稲見貢 稲見洋子
井上イズミ 井上彰二 井上康子 今井明美 入川勝男 入川幸子 入川眞理 入川美智子 岩崎和子 岩崎晶代 岩崎美恵子 岩田正則 岩永喜代子 岩辺敬 岩辺眞知子
植田真弓 植田緑 牛嶋雅世 牛丸フジエ 内田かおり 内田里美 内田隆典 海野美那子 榎本せつ子 遠藤薫 遠藤裕行 遠藤義仁 大石邦子 大石久美子 大石秀之 大石令子 大井富士子
大井康弘 大川恵子 大川原裕子 大崎富美子 大塩多喜代 大竹勝子 太田光男 大塚和子 大塚光一郎 岡澤寛行 岡田エミ 岡田学而 岡野庸子 岡本幸子 岡谷まつ
小川ユリ子 奥山幸子 小澤栄之輔 小澤道子 小畑雪江 梶山さよ子 梶山静代 片田律子 片平井左枝 加藤千恵子 加藤智彦 加藤虎男 加藤仁美 加藤道子 加藤容子
金刺美佐江 亀山清子 亀山正秀 川井唯義 川井陽子 川井理恵 川上沙織 川島文江 川田みな 川又幸代 河本喜久 菊田智里 木下育代 金原仁子 工藤秋津
久保田千寿子 久保田ひかる 久保田正則 久保田正己 久保田裕子 久保寺進 久保寺雅子 栗下映一 栗下永子 栗田博司 栗田よし江 栗山満子 紅林章宏 紅林しづ子
黒田昭八 黒田弘子 河野佳代子 児島ミチ子 小長井香織 小長谷武史 小林アイ子 小林アツ子 小林和江 小林泰輔 小林はま 小林文和 小林政一 小林まさ子
小林ます子 小針佳代子 小針正幸 是永静子 是永雄一 斉藤記久代 齋藤千鶴子 斉藤はる 斉藤由木古 佐伯時子 榊原つせ 桜井一郎 桜井喜代子 櫻井富子 桜井裕子
櫻井立美 笹川朝子 佐々木猛 佐々木夕起子 幸田美江 佐塚明 佐藤あい子 佐藤杏海 佐藤和子 佐藤京子 佐藤利保 佐藤宏美 佐藤康子 佐野愛
佐野節子 佐野藤雄 佐野保子 佐野萬子 佐野ワカ子 猿木克江 澤井幸子 澤野千里 沢村勝義 沢村ゆき子 塩崎昌次 下奥奈歩 柴かおる 柴田章子 柴田恵美
柴田克則 柴田信也 柴田達也 柴田千鶴子 渋井良子 島田弥生 霜鳥増子 松月弘子 庄司浪江 庄司泰章 庄司靖子 白井弘子 末包正秀 末包美代子
須賀錦司 須賀道子 杉井則夫 杉井文子 杉浦由美 杉川誠 杉本静代 杉本みち江 杉山明美 杉山明日香 杉山オリエ 杉山桂子 杉山健 杉山早智子 杉山千津恵
杉山利男 杉山久恵 杉山寛 杉山ひろみ 杉山美代子 杉山洋一郎 鈴木瑛枝 鈴木和子 鈴木克洋 鈴木恵 鈴木三郎 鈴木俊三 鈴木武 鈴木多津枝
鈴木千恵子 鈴木千佳 鈴木友枝 鈴木久子 鈴木秀一 鈴木弘子 鈴木真知子 鈴木美佳 鈴木洋子 鈴木よしえ 瀬川きよみ 瀬川るみ 髙木俊介 髙木徹
髙木やす代 高山隆二 田黒恒子 田黒有二 竹澤和子 竹沢賢和 竹田和子 竹田忠 多田成江 多々良幸子 田中いよ 田中宜子 田中健二
田畑博子 田村潤次郎 田村充子 津島貞子 土屋晶子 土屋慶子 土屋迪子 提坂直美 照井健 常盤木実 杤久保紀子 苫米地和江 苫米地康文 富松陽子
伴野誠保 伴野美左子 内藤きみ子 内藤忠男 永井敏恵 仲井とし子 永井憲義 長尾徹 中尾光 中川裕子 長坂静子 永島和子 長嶋桂子
長嶋正資 永田茂代 中田陽子 中蔦昌春 中野新子 中町安子 中村和也 中村克己 中村航平 中村幸代 中村しげ子 中村ひで子 中村槇子 中村三枝子
中山和子 長屋誠 中山大介 鍋田敦子 成岡光代 成瀬佳彦 西井盈子 西井喜八郎 西井美都子 西ヶ谷修 西ヶ谷さち子 西ヶ谷忠夫
西ヶ谷康江 西澤育代 西谷英俊 西谷博子 西野雅好 丹羽由菜 糠谷和子 野田和宏 野田孝子 野田義正 法月悦子 法月昌一 橋本佳子 橋本正子
畑田重夫 服部勝宏 花村ほの 早川綾子 林幸雄 林要子 原口忠一 原口陽子 原則子 久田藤子 日比眞美子 兵庫利一 平井千恵子
平井敏男 平田けい子 平塚晴美 平塚倫豊 平山千枝子 藤木八圭 藤田美和 藤田祐作 藤浪久美恵 藤浪敏夫 藤浪正史 藤浪義浩 藤本和子
藤原敏雄 藤原迪子 古木多津子 保木井秀雄 細野雅夫 堀口弘子 堀口洋一 堀田憲二 本多敬子 前澤敦子 前島昇 前田和子
前原真紀 巻田勝司 蒔田知津子 巻田雅子 蒔田みよ 牧田守男 牧野和子 牧野芳子 増田幸子 増田仁 増田民子 増田康志 増田結花 松岡令子
松田和子 松原聡 松山朝子 松山稔 丸山みよ子 丸山裕子 見機明 見機久礼 右崎富美恵 道越喜久江 三保数真 三保典子
宮下悠紀子 宮田進 三輪栄子 三輪岳志 村上進 村瀬恵里 村瀬ヤオミン 村瀬由佳 村山栄二 望月恵美子 望月一夫 望月勝美 望月金子
望月敬子 望月さえ子 望月幸子 望月祥子 望月妙子 望月直子 望月治子 望月久夫 望月裕子 望月文代 望月昌寿 望月都 望月むつみ
望月ゆきゑ 望月由美 望月洋子 本杉克子 森恵美子 森川加仲永 森秀一 森義寿 矢入静夫 矢入博美 矢入歩 安井恵美 矢野満 薮谷鉦彦
薮谷亨 薮谷光子 山口公子 山口忠 山崎久雄 山崎美千子 山下正己 山田勝洋 山田公子 山田道代 山梨厚美 山梨公雄
山梨豊子 山梨元子 山本隆茂 山本典信 山本秀樹 山本宏子 山本町代 山本れい子 湯口研二 湯口美喜夫 吉川靖子 吉田和美 吉田修一
稲垣あや子 大石悦子 熊谷惇夫 後藤桂一 左口彰久 鈴木二郎 千葉みつ子 藤森昭二 村松武男 山崎道一 山本紀光 伊藤恵津子
吉村京子 吉村啓 吉村タカ子 吉村良 鷲巣公紀 鷲巣眞澄 渡辺研 渡辺澄子 渡辺久泰 渡辺光江 渡邊ユリ 青島常盤 浅野猛
山下剛司 山下美佐子 伊東峯男 井上荘一 井上英智子 長田豊子 横田洋子 鈴木弘子 白柳寛子 松下孝夫 松下和代 佐藤妙子
名倉正雄 伊藤里巳 伊藤房子 渡辺憲一 渡辺真弓 杉浦東治 杉浦節子 内山忠男 土井忠 土井芳子 安間眞伍 安間ヒロ子 酒井実枝子
伊藤芳男 織部光男 奥野寿夫 加藤千恵美 久保田修治 齋藤幸朗 齋藤脩子 坂本美代子 志村陽子 榛葉公枝 杉山悦夫 鈴木礼子
酒井岳人 酒井敏夫 鈴木清 片桐和雄 日置義明 日置洋子 金子元春 内山紀代 矢ノ下マリ子 青木幹雄 赤堀和一 伊藤とし江
田島允雄 田島令子 原田茂 彦野明生 彦野れい子 平野富子 堀尾純世 松本伸江 村瀬保夫 八木訓 安田秋彦 安田松江
柳瀬千江子 山内恵子 山内美年子 山本知子 山本治樹 あだちけいこ 大石博子 大石文和 加藤優子 河合哲夫 北島定 北島美佐江
西山想詩朗 西山風青響 橋爪伸江 橋爪良和 浜村虎三 松本正之 村松清美 森島倫生 渡辺俊江 寺田伊勢男 寺田きぬよ 内野茂
木俣一 木俣みち子 小塩宏子 鈴木里子 鈴木重子 鈴木広利 鈴木守一 鈴木善雄 竹内雄隆 西山いづみ 西山俊太郎
小川滋夫 小楠きみ 小黒和雄 小黒啓子
神谷広志 神谷栄里 川合光 川合トヨ 川合文夫 久野晴彦 久野美江 佐々木紗弓 佐々木大樹
安富淳司 青野貞子 東泰永 東百合子 伊賀上吉雄 石井聰 石川淳子 市川ちよ 泉谷隆 岩倉克巳 岩倉しげ子 内山華子
佐藤久子 杉浦正人 鈴木晶子 高橋俊子 高橋弘次 高宮務 竹内その 田端房子 富田寛治 富田たか 中谷信和 中谷則子
中村里美 水野節子 渡辺佳代子 太田典彦 袴田康幸 江塚広幸 内山茂男 内山和恵 村松正樹 浅井一洋 浅井利子 早川洋 伊藤泉
伊藤里実 加藤恒一 出野雅美 名倉増伸 松本真治 鈴木秀幸 鈴木喜久子 市川玲子 浦上保明 高柳勉 川内谷育代
稲垣滋彦 田中正男 田中恵子 園田次子 大橋道明 利波民樹 高林均 稲垣節雄 田中美弥子 兼子勝己 大林芳司 神谷隆行 国井均
北林陽子 北林さよ子 高木一洋 渡辺則明 高塚誠 利根川貞夫 利根川笙子 桑原芳子 桑原弘 小野安子 浅井ちよの 吉野多賀子
山本徹 杉本節子 戸塚厚 和久田覚 鈴木君子 杉浦孝好 南荘悦子 橋本正子 一木さき子 太田泰久 中村長子 近藤ちづ子
吉野久美子 吉野久五 加藤吉郎 加藤喜代美 石山とくゑ 平山英二 田中民子 田中伸彦 大槻峯子 牧野弘 鷲見弘史
平野明 立石恭子 平賀由利子 平賀高成 高橋操 内山豊吉 聞間美智子 渡瀬光江 近藤しま 栗田ふみ子 四ノ宮ふみ子 関根粂子
大石ゆき子 藤森てる 中道絹代 上野みどり 藤井勝子 加藤美代子 大沢和子 磯部幸子 平野さえ子 藤河好子 杉村京子
田中和子 鈴木真美 渡瀬能扶子 廣川万里子 鈴木明寿 鈴木英子 今田あさ子 池谷公余 岩松和枝 内山智美 江間美智子 江塚久美子
大石恵理 大角多香子 大角初美 桂和代 神坂みどり 唐木早織 小林みどり 嶋田雅代 鈴木裕美 鈴木由美 高橋真実
田邉則子 竹村ともみ 知久昌子
中川京子 中村美香 袴田陽子 別府あさみ 廣瀬雅美 青木孝志 井ノ口寛剛 佐伯静 佐伯亘 布施晴美
布施佑一郎 柳澤元 柳澤優子 大石公美子 田中みよ子 中村ひふみ 吉村由貴子 山口圭子 塚本加代子 中村眞紀子
中川泰司郎 中川幸江 山本益子 小林育子 小楠早由紀 中村陽子 堀川ふく 久米信夫 久米恵子 植田信子 鈴木富子 嶋田初江
内海三喜枝 鈴木美智子 北村篤子 池谷八千代 河内徳子 寺澤和代 野沢里子 後藤治子 高橋咲子 石野律子 宮崎陽介
宮崎育子 郷邦子 山田咲良 牧田代美子 鈴木哲子 宮崎由紀子 佐藤信義 佐藤敏子 川坂文仁 原田志保子 大山浩司 笹山綾
渥美二郎 天沼えり子 安間邦子 安間勉 井ノ上美津恵 石井さえ子 石井道雄 石井洋子 石垣清水 石垣雅設 石田はま子 石野裕子
坪井弘明 池上千絵 竹田容篤 大山湧希 青木守弘 赤坂富士男 赤堀政志 浅田明日香 浅田京子 浅田更紗 浅田二郎
井嶋秀介 磯野淳夫 磯野一代 磯部忍 磯部典子 市川聖大 市川想大 市川楓大 市川真由美 市川美江子 市川未路 市川雄一
市川亮太 市川塁 伊藤大三 伊東武志 伊藤通玄 伊藤実 内田伸治 内田峰子 内山敬詞 内山修作 宇都宮雍子 大石俊幸 大石康智
太田明伸 太田芳春 大谷一雄 大野木龍太郎 大野木里美 大庭通子 岡本弘 岡本尚 岡本葉子 小粥裕子 尾崎宜秀 小野和典
小野裕子 梶原千恵美 片岡俊彦 加藤國昭 加藤峰子 加藤ますみ 神谷篤史 茅野昭彦 川合清郷 川合佐智子 川崎和子 神田一男
神田均 神田ひとみ 聞間元 菊池孝一 菊池久代 菊池太 木下睦美 木村剛 金原義和 楠瀬康寛 国松秀行 蔵元龍一 黒柳鈴江
黒柳繁夫 桑原元義 小松洋 古山登章 齋藤智子 坂口哲史 佐藤亘代 佐藤義秋 佐野照代 塩崎恵子 塩崎朋子 斯波恵子 斯波千秋
清水勝己 白滝恒夫 杉本悦子 杉本早苗 杉本孝 杉山元 鈴木昭 鈴木圭 鈴木敬三 鈴木主一 鈴木潤子 鈴木富雄 鈴木治子
鈴木ひろ子 鈴木睦雄 鈴木弓子 砂山四季 砂山貴信 砂山ももこ 須山恒夫 関根弘輝 高井恭子 高井睦 鷹野ゆき子 高橋英一 高橋隆子
高橋万記子 高橋美博 高原裕三 竹ノ内時彦 寺田みほ 戸川明 戸倉貢 外村和子 中村節子 中村知加世 中村博 中村吉雄
永桶憲一 名古屋実 西尾英子 丹羽郁代 丹羽啓祐 根津康広 野口敬一郎 萩原啓司 橋本かづ美 濱謙太郎 濱由美 早川慶子 林弥千代
林容子 久永公子 平間純一 平間友子 広岡宥樹 深沢応規 深田徹 福島真 福田由紀子 藤田鎭雄 藤田敏明 藤田理恵 藤原清子
増田良一郎 松井直之 松井みち子 馬塚丈司 松島しげみ 松島節生 松永武 松永知絵 三島治 三島朋子 水野道彦 村田建三 元場克彦
元場睦子 森川益男 谷野隆一 山内由香 山田龍次 大和忠雄 山野辺君枝 米津幸男 ライアンズ聖子 渡辺勝代 渡辺邦江 渡辺泰一郎
栗田博司 加藤鈴代 川田博樹 堀井爽 綿野哲也 町田貴弘 鈴木順一 鈴木幸子 鈴木絢菜 大石優 大石邦子 疋田朋広 山本秀樹 安富淳司
村越啓悦 高橋ゆり子 渡邊昭 渡邊陽子 渡邊萌香 黒柳安生 田代博之 久米とし枝 村松咲希 安藤良江 酒井金子 酒井豊実
鈴木義昭 永井さえ子 永井徹 西尾安夫 米山範子 米山正秀 稲村節子 岩村俊秀 内山能弘 榎本雅之 大谷隆 小楠公二 小田克巳 奥村利彦
佐倉榮子 佐倉忠夫 佐山慶二 杉浦力夫 杉山浩子 杉山實 杉山隆一 鈴木隆 鈴木正道 鈴木みち子 筒井悦子 吉田研 吉田弘
吉田由巳子 渡邊登自子 綿引元 綿引真射 鈴木杏奈 鈴木武敏 鈴木利江 鈴木みち代 林弘 粟野敦子 粟野利明 宇野晃史 小川七郎 古西達雄
古西ゆふ子 田中庄次郎 豊田英実 豊田洋子 中島敏郎 中島幸恵 仲村勝子 仲村公佑 平野京一 森脇道治 柳川秀夫 柳川ひさい
石川明 嶋田博 須部友康 堀内慶一 村松益司 武井陽一 武井めぐみ 水戸潔 岩田堯 角谷晋次 相原夏江 大屋智代 溝口春江 伊藤純子
石井佑二 髙塚三枝 髙塚美也子 田中京 古川道子 今村怜子 平松激人 平松周子 古川善也 杉山憲示 太田美智子 宮尾美惠子 武市松子
武市容子 岡田憲八 石井邦子 山﨑貴子 松井睦夫 松井汎代 鈴木光世 大月美保子 石川由紀子 山﨑利夫 山﨑千聡 田中洋子 西堀俊和 西堀和子
伊藤祐子 小栗由美子 鈴木英子 西埜秀一 西埜昌子 齋藤修 齋藤敦子 齋藤クミ 小塩朋一 小塩愛子 本村春海 竹本義惠 渡辺博子
中村浪子 島沢峰 島沢優子 鈴木章子 種茂光 山関敏正 山関ひで子 渡口真一 渡口恵理子 大城智昭 小林昭文 古橋左和子 長坂月子 大矢正明
那須田俊夫 竹花久子 那須田晴子 桔川智美 青野一男 笠井徳子 金子正治 竹花力 竹内孜子 鈴木ひろみ 青野多恵子 志田春一 金子智子
石川昭子 鈴木二郎 野島ひろみ 南部美弥子 安川ちえ子 渡瀬恵子 角谷ひさ子 川合よしの 三井秀俊 志村満代 渡瀬篤 近藤房武
鈴木裕紀 三井寿美子 本間三郎 鈴木光子 伊藤信子 近藤晴子 山本徳子 宮本光明 本間ゑみこ 鈴木麻由子 木下明子 大橋正明
石原明生 海野恵 曽布川早苗 秦照子 渡辺よし子 飯尾雅彦 石原加世子 袴田和子 中野敬子 山本絹代 古橋健二 飯尾陽子 榊原敕子 犬塚ミヤ子 利波良子
山本高男 古橋和久 塩沢忠和 西島紀美子 谷野悦夫 山本久子 利波和幸 大村きみよ 小笠原里夏 谷野かほる 大石勝子 大橋健一
鈴木和代 平野晶規 中村勇 庵原直子 堀せつ子 大橋洋子 古橋弘明 阿部卓実 中村ひろみ 清水喜久子 増井佳 大橋恒 太田孝子 栗田芙友香 三重野一朗
匂坂孝子 櫻井幸夫 鈴木栄子 藤田広美 岡本英次 永井多都夫 藤田敏子 大場みち 浅井嘉子 天野恵美子 竹田久 水野満 寺田文恵 仲山和彦
小島勝代 安田昌治 水本克夫 服部僚子 中村政子 小田木てる子 鈴木千佳代 清水行治 福嶋ひろ子 中村眞紀子 根木洋子 中道律子 市川純子 増田百合子
平川隆司 戸塚佳男 寺田さと 松本桂子 福原勝保 平川千登世 戸塚力生 加藤友子 笹ケ瀬浩人 福原みさよ 中村百合 戸塚千代 平手景 松本愛子
須部友康 長谷田公子 神谷幸男 戸塚佳代子 増田邦義 松本和信 中村正伸 長谷田直之 横山晃彦 田中みよ子 荻野利明 寺田由雄 中村まさ子 齊田洋子 渡辺葉子
田中三博 今田信勝 大箸和代 須部規代 池谷政志 石井研二 奥井千代子 今田浩代 寺田幸二 長谷川久代 小笠原康明 山崎次朗 梶井恵治 寺田節子
上久保広信 清水やす子 石塚欣子 梶井まつ江 石榑太一 中安俊文 中安しづゑ 磯部満 藤田弥生 浦上佳子 林黄太 林美穂 石塚春樹 石塚秀子
井川和重 飯田克巳 飯田多賀子 仲山雅子 青木千恵子 青木克之 長谷川廣行 金原一義 松本多美枝 寺田隆美 渡辺ひより 池谷たか子 大橋賞銀
三溝牧夫 矢部幸枝 鈴木陸奥子 中村よし子 大橋澄子 三溝アイ子 矢部以織 浅井安誓 和田勇孝 中村宏之 三浦利宏 人見吉晴 矢部幸枝 中村聡
和田恵子 山本ゆな 三浦志げ子 小林みゑ子 藤松けい子 依田紘一 古山正則 近藤富美子 伊藤はつみ 柴田勲 柴田しのぶ 寺田貴彦 渡部啓 大村和子 渡辺和友美
中村志穂 中村博之 渡辺彰久 西嶋征一郎 田中力子 伊藤松代 木俣えり子 木俣隆三 木俣志津子 道端茂 鹿野善健 鹿野正子 小木野豊 寺田博男 坪井久 鷲山好子
南荘幸生 野澤正司 本多久光 青野一男 青野多恵子 池下晶也 松井久子 鈴木隆繁 野中警一 中嶋成孔 小泉和夫 小泉操 佐野博規 中村秀子 中村裕康
中村淳子 中村卓広 森田修三 森田千恵子 松本元吉 飯尾茂 鈴木喜久子 古俣晴司 山下咲子 川上征夫 松下富義 森重充男 伊藤伸一 久米芳雄 白井全獅 白井つね美
石川正子 高橋節 西村功 鈴木米子 桑原元義 増田邦義 梶井恵治 梶井まつ江 浅野千枝子 岡本順一郎 原田美保子 内山尚美 鈴木禮子 有泉金次
安藤光江 井口協子 石津宗子 市川徹 市川浩子 伊与田初美 江川謙一 江川佐一 太田たみ子 大村愛 大村悦子 大村公男 大村滋 大村廉 小川孝夫 小川恒夫
奥村和子 笠井哲夫 笠井弘美 川口妙子 川口博敏 加藤千枝 神村敦子 加茂恵子 加茂正悟 倉橋千弘 倉橋典子 小谷武司 後藤ナナ子 﨑たえ子
﨑伸夫 柴田幸子 鈴木孝雄 砂間順策 砂間真澄 中村あい子 中村はつみ 藤田貴久代 古橋すみ子
山下和子 吉田千種 井沢共一 大西光子 奥田克子 奥田敏治
渡辺晋 野崎隆雄 野崎幸代 三好康昭 三好みつ江 河田光博 河田ミツエ 松山正 松山かおり 森美佐夫 森欣子 髙橋光世 長尾恵美子 長尾マコ 野田静子 池田きみ
神坂一郎 北島修一 小坂幸枝 小林茂 小松善雄 坂上則子 菅生修一 鈴木晴彦 鈴木理子 髙井一幸 田窪勝義 田中成男 遠山碧 遠山元子 守屋みさこ
深田一江 小笠原由美 山崎司 山崎真弓 伊藤廣光 伊藤泰子 相澤緑 相澤牧人 藤田哲治 田口整司 広瀬儀勝 広瀬保子 原川文子 原川一之 市田茂
市田淑子 大野久男 大野典子 中津良三 杉本泰子 井村武 土屋忠司 鈴木ふみ子 末冨英子 浜方与 野田はる子 平山喜美枝 斉藤実 鈴木重宏 杉山厚太郎
杉山正子 片岡睦枝 武山信夫 富岡幸子 富岡勇 山田行男 上原明子 和田一治 大川アツ子 松下厚子 斉藤太郎 斉藤靖子 遠山博文 斉藤史郎
斉藤真木子 斉藤鉄男 曽根冨喜子 大川陽三 小鹿宏子 小鹿芳裕 小鹿椋介 小鹿健 小鹿猛志 斉藤哲也 斉藤敦子 石田充利 伏見京子 伏見憲彦 中山志津江
古川修 古川宣子 福田一子 稲葉芳子 鈴木妙 片山雄子 鈴木功太郎 鈴木智子 佐藤和義 佐藤ひみ江 三上キミエ 横山幹雄 横山あやこ 佐々木善次
佐々木知子 川口亨 川口ちか江 加藤正子 加藤紀次 岡田洋子 重岡秀子 重岡中山 重岡建治 堀江登 増田栄子 増田昊司 豊田龍介 岡田正嗣 内田弘 井下孝子
薗部和彦 薗部菜穂子 薗部大歩 薗部さくら 薗部こころ 竹島和也 竹島麻子 竹島ひまり 竹島あかり 川合伸 川合まゆみ 前田晋 前田理 加藤好一 加藤トミ子
向井一雄 竹平浩二 竹平和子 小山修一 小山美智子 松田むつ 松田純一郎 松田千代美 石井衣久子 佐藤のり子 穂刈美政 穂刈美千代 木村俊雄 増山美子
増山明夫 大川清司 大川好子 甲斐田種子 石井ゆり 白石喜祀子 白石朝子 大島春之 竹田日出雄 樋口義人 太田新吉 勝俣義人 勝俣福代 宮崎暉子
福井康雄 安倍恵子 石山智弘 石山道夫 大石達郎 大石みよ子 大川栄子 加太和子 加太俊史 倉澤勲 倉澤治枝 黒田なつき 黒田七海 黒田夏帆 小林照雄
小林弘子 佐藤廣行 佐藤松枝 島崎猛 島崎規子 鈴木映子 鈴木一則 鈴木きみゑ 鈴木毅 鈴木美穂 鈴木義彦 鈴木啓大 鈴木香穂 住本康則 住本彩
住本南瑠 住本奏夏 関美樹子 髙橋京子 髙橋咲代 高橋英明 鶴田進 鶴田名美 日吉伊 日吉薫 日吉日出子 宗像直子 本村和也 本村牧子 本村紗彩 山田智子
山田隆太郎 増田あさみ 松本桃子 岩田稔 大地つやこ 瀬川さき子 瀬川彩 橋本松恵 山田光正 山田幽子 佐藤龍彦 佐藤真由子 若原真奈美 梶野和之
梶野麻衣子 稲葉弘一郎 山田昌弘 山田美和子 亘悦子 稲葉恵子 平山隼人 杉本一枝 藤田祁美子 藤田朋子 上原亜樹子 棈松尚美 上原淳 稲葉秀司 稲葉和恵
小林義明 小林め里以 水野博之 水野京子 林信行 林由美子 戸田斉 戸田弘子 齊藤昭夫 齊藤富美子 大川覚史 大川律子 大川ほたる 大川ゆらり 大川空 大川海
上原正直 上原佐恵子 唐澤千代 勝又裕司 勝又由美子 宮崎幸夫 宮崎美和子 杉本正昭 杉本文子 佐藤完治 佐藤美音 山本弥代美 原良和 田京輝彦
石原和子 斉藤公夫 斉藤八重子 牧野荘六 三木敬子 岩野由美子 大塚眞之 大塚あい 大塚克之 鳥飼丈夫 齊藤勝巳 齊藤昌代 西野滋明 西野弘子
相馬勇 関根けい子 篠原ミヨ子 篠原和雄 坂庭国晴 小田あつみ 對中淳一 塩崎泰正 増田庄吾 青木孝守 佐藤勝次 石井正美 小島毅 水野千恵子 村上みどり
安藤仁 内藤恵美子 伊藤秀男 伊藤房江 松本元延 持田宏子 持田千早 奥井和子 杉井京子 小林和子 小林良任 渡辺卓也 相馬敬次 松下省三郎松下綠
坂内史子 芹沢みち代 佐栁文男 佐栁光代 松濤孝男 松濤瑞枝 松本光一 松本志津江 渡辺喜久代 藤井廣明 藤井重子 佐藤嘉和 佐藤幸枝 江口充 鈴木真紀子
井上典子 井上繁治 井上まさ子 大乗恒彦 大乗まさ代 大田嘉明 大田慶子 佐藤光春 佐藤文枝 山本直人 山本尚子 鈴木源一郎 鈴木けさ子 髙木恪 髙木ひろ子
兵頭隆司 鈴木眞智子 杉山公一 杉山安紀子 清水高子 平山ヤエ 髙柳素子 伴高志 夏目幸男 夏目和子 藤田和正 西原幸子 浅賀俊之 浅賀菊江 原正義 原みかい
鈴木婦美 土屋正子 佐藤明弘 佐藤より子 松田園枝 松田美智子 山本ひさ子 金刺貴彦 金刺和子 奥田俊夫 奥田真美 増山勇 増山まり子 鈴木孝明 鈴木まり子 加藤宏司 加藤敏子 福田明 原敏比古 原顕子 勝呂桂子 勝呂いずみ 勝呂正和 勝呂秀子 小澤柳太郎 縣政四 杉田保雄 野瀬健一 土屋悦男 土屋由美子 猿渡清隆 猿渡南江 塚原一志 山下一郎 山下年恵 鳥居章 土屋芳久 土屋八重子 平原真澄 植松信子 伊藤真次 伊藤弘子 佐野茂樹
佐野瑞月 渡辺美折 渡辺啓一 渡辺玲治
渡辺夕文 日下田照明 日下田純子 勝田すゞ江 峰村学 峰村和子 野田和男 野田由利子 加藤美智子 佐野かず子 佐野嘉昭 池田かず江 池田康明 西村綾子 西村住良 小長谷保 菊池なぎさ 御守敞子 吉田等 榛葉達夫 榛葉典子 小林洋
小林静子 大妻憲作 和田政憲 信澤兼雄
信澤欣惠 後藤彰 熊谷良子 熊谷KYTO 影嶋光子 松本哲司
松本妙子 後藤龍雄 後藤京子 鳥居育世
太田裕子 落合史裕 篠原裕 高橋勝典
牧野晃一 牧野晴美 水野桂子 宮本正紀 永田泰久 原田忠勇
原田康子 松浦克己 渡邉春生 渡邉裕子
加藤毅 奈良部研二 沖久司 沖幸子
斉藤栄子 北川照子 山田一友 伊藤節子 塩川寿一 塩川寿々子
塩川寿江子 稲村和代 草薙達雄 太田偉代
山野道子 片岡一男 吉川栄 吉川つね子
岩田正 佐藤治男 山本幸子 渋谷けい子 宮代和子 稀代幸雄
稀代海南子 五十嵐博 大島芳子 梅原正樹
梅原純代 久保田武生 久保田里子
勝俣京子 内村祥子 望月摂子 鈴木幸一 中村圭子 杉山幹子
渡部明美 板垣貴史 風見滋子 山本すみ子
藤井もとみ 田代功子 髙橋洋子 板垣守
板垣和子 田中絹恵 斉藤みわ子 髙橋文恵 青木義勝 青木暁美
諏訪部修 諏訪部輝枝 深沢利枝 久野清美
久野善永 古木和枝 加藤直美 原田等
原田まつ子 亀広之 亀英嘉 山内衛 山内薫 八嶋康 八嶋由里子
菊池由美子 関利男 関尚子 椿裕子
江口久美子 渡辺和男 本堂正 本堂しのぶ
土屋慎一郎 土屋照代 柴田瞳 根上茂美 山本順子 山川生子
テラダテトシノスケ 佐々木市子 井村真祐美
勝呂明雄 勝呂伸子 岡田健吾
渡辺玲子 山田静子 大澤はるみ 大澤幸夫 大川のり子
高井篤 後藤とし子 鈴木美津枝 堀米徹
山田孜 山田純子 佐野千鶴子 佐藤光男
佐藤克己 山田きくみ 長尾富雄 大石武義 石井美磨子 石井信儀
今井芳明 今井洋子 岩城地朗 鈴木正
鈴木一恵 渡辺ふじ江 安本高之
安本美保子 安本大祐 芹澤民義 芹澤光子 高橋幸子 山嵜愛子
丹澤潔 丹澤由貴子 藤田眞弓 藤本増男
土屋佳之 土屋公子 鈴木裕司 野口ひとみ 岩崎ヤエ子 赤堀ひろ子
岩崎好哲 岩崎誠子 河野淳 蒔田巌
藤本三恵子 藤本慎太郎 藤本名美子
藤巻哲也 藤巻みち代 太田輝男
池田美智江 近藤泰平 高橋浩昭 江本浩二 山下ふみこ 山下誠次
梅沢弘 大川育男 平野謙 荻大祐
杉山成一 芝原浩一 笠原俊雄 小和田尚子
関谷昭夫 鈴木美歩子 太田眞奈 生越哲男 生越武子 宮島正巳
小野格士 小野昭子 與五澤壽々代 横田正丈
横田りえ 横田豊
横田純美 横田澄仁
横田ゆあ 横田茂 湯沢綾子 船津久子 川口巳佐江 川口㓛二
沖住るみ子 沖住天 中道恵津 中道秀毅
神田卓 神田実子 植松宥二郎 花崎智
秋山良徳 今井芳明 遠藤昇一 後藤剛徳 勝俣徳夫 杉山公一 勝呂澄子 諏訪部修 諏訪部輝枝 滝口桜子 野崎雅生 堀池庄司 堀池美佐代 森本明 山田三枝子 渡邊司郎 渡辺久丸 小柴健嗣 渡辺教二 渡辺利子 𠮷川尚 白石きよみ 伊海京子 釋利行 角替清美 石塚惠章 露木光雄
花崎峯子 鈴木芙美子 鈴木ちあき 鈴木桂子 猪越寿子 島田絢子 須磨満 竹垣政江 竹垣佳雄 栄枝きく江 神田正男 神田文子 藤巻謙一 藤巻美和子 藤巻るも 小澤昭子 大貫秀司 土屋訓敏 土屋照子 辻本忠能 辻本政江 佐野正明 下鶴昭子 西岡哲也 西岡朱実 神田健夫 髙田晴司
酒井丈八 酒井二三子 田村健太 田村芽依
志田仁之 志田莉衣沙 山室義子 山室設子 西川由利 角田由紀子 角田弥生子 髙橋正之 髙橋俊夫 川島史子 川島則夫 小木清 遠山豊美 遠山耕 遠山尚美 佐藤香代子 二木美代子 久保田さつき 黒木正憲 海野伸光 甲田進 内村嘉文 酒井慶助 酒井てる 赤堀弘美 宮本しげ子
河村美智代 水井雪子 土屋弘 土屋陽子 土屋公平
栗林珠美 土屋順平 土屋政枝 阿井みどり 上川正子 石神美代子 梅原光希 世古口健 世古口眞佐子 瀬川晶子 増田典子 増田亮哉 増田和洋 増田敬昭 小沢宏文 樋口きみえ 高田侑子 武井秀樹 武井章子 齊郷陽子 廣瀬昌子 山下正己 仙道久夫 中田聡 山口睦美 和田益平 和田久子 石井靖子 森裕子 石田千鶴子 大島康代 巻口勇次 巻口美佐子 増田恵子 篠崎順彦 篠崎春子 岩崎博好 岩崎八重子 尾鷲豊 関亜弓 佐山秀彰 渡辺知恵子
鈴木理恵子 篠原栄子 篠原宣夫 大崎賢四郎 大崎歌世子 福長幸子 渡辺公子 鈴木隆子 秋山光代 池谷幸恵 稲村三枝子 芹澤光枝 城田まゆみ 長倉裕子
安本和正 江藤幹夫 山本多空人 山本明友夢 田畑明美 田畑弘 浅井俊江 𠮷川貞子 平田時子 泉美知子 泉周作 泉堅志 木崎英子 今田芳栄 成島久雄
成島文子 勝又貞枝 杉山時子 入江貴美惠 岩下佳子 辻浩子 渡辺とし江 藤井加代 藤井雄司 鈴木ヒデ 佐野きみ子 飯塚さつき 大隅史子 浅賀きみえ
中田孝幸 中田邦子 岡田進一 関秀之 伊藤公一 森茂樹 細沼賢一 細沼早希子 遠藤百二 影山智子 村松美智子 浅倉次男 佐伯治 佐伯かおる 萩原繁之
萩原みどり 髙安洋一 髙安良子 秋山美代子 長畑雪子 古木五郎 古木君江 鈴木博 鈴木ますみ 宇田川紀和 宇田川あい子 稲葉充子 米山喜久雄
榊原雅樹 杉山徳男 松澤彰一 佐藤芳弘 高橋武司 福地明人 福地絵子 丸山和貴 丸山和泉 丸山あさ美 丸山紘一郎 稲川千尋 稲川里江 稲川登史子
三田淳子 柏木雅恵 石山壽一 石山強志 堀内晴巳 中村広子 中村友和 池谷四郎 池谷静廣 池谷博 筑木保久 筑木生 筑木三佐代 西山正雄 西堀敦子
鈴木操 舘ミツル 田中千恵子 大島恵美子 鈴木千栄子 山﨑 正 山﨑勝子 村松正安 村松艶子 梅田晃 梅田信子 鈴木恵美子 鈴木里佳子 鈴木正秀
西堀雅子 高橋勝仁 高橋妙子 高遠智子 伊藤久子 中込澄江 藍沢やす江 望月咲花 望月梨花 大田賢一 大田弥生 松原 寛 大田香奈子 久保田郁子
小林雅子 田中東洋 田中二三子 伊藤幹雄 竹内寿行 鈴木元子 望月輝子 長島光子 栗原八重乃 栗原幸夫 栗原相子 瀧口陽子 瀧口歩 遠藤晏野
山本知佐子 山本明友夢 加藤あい子 土屋江世 土屋摂子 勝又美智代 渡辺邦子 藤沼和子 杉山美香 齊藤孝一 齊藤啓子 杉山文夫 杉山恵美子
木村允子 椿テル 矢﨑千代子 井口昌彦 井口栄 西山理恵 杉山恵美子 杉山わか子 阪東佐知子 杉山みち子 望月静文 望月智恵子 山田由喜子 山本増子
石川栄子 木村光枝 小野寺美佐子 村上久枝 伊藤誠一 臼井敏晴 加藤三男 厚見秀人 丹沢喜代作 小原昭次 伏見好正 芦沢正視 望月勇 三井隆雄
渋田敏和 北村健彦 横山昂 大場睦男 岡部実 三須義夫 飯島達道 高木幹雄 佐藤清 関野規雄 田中東紀男 芦川茂雄 芦川史行 渡辺佳実 石川忠彦
西山智司 長倉祐司 山口裕康 杉山光司 鈴木正 浦田浩幸 渡辺清昭 鈴木啓二 福地浩次 武藤豊治 野田博明 渡邉和久 諸伏洋之 杉崎信久
小川記享 八木寿久 矢部拓也 神田茂樹 植田誠 遠藤公洋 市川富雄 斎藤哉 杉本洋一 竹野洋一 前田眞弘 金澤康雅 古根村勝 丹沢雅寛 増田和久
植松幸治 鈴木誠一 大見寿男
鈴木剛仁 加藤和伸 山口道夫 大川秀俊 渡邊裕元 足立勉 鈴木和己 堀江孝一 水野潤一郎 増田忠雄 芹沢郁弥
椿芳久 宮坂務 紺野雅士 鈴木栄 渋谷晃杉山誠 石神良訓 藤野仁 渡辺敬二 市川英俊 天方孝一 笠井孝夫 小林清治 石川幸則 八木克敏 若原淳一
山本和夫 鈴木昭彦 増渕信男小川敏弘 渡辺龍 大年阿る人 古屋紀 石田恵子 深作静江 鈴木正子 鈴木淳一 深澤幸枝 勝呂清美 塩崎浩治 福室元輔
福室晴美 酒井孝江 服部拓真 服部和大 稲木誠次 靑木直 岡田孝之 岡田浩子 杉山直 杉山恵子 髙橋利光 髙橋ひろ美 大川むつ子 大川新太郎
木村聡美 木村健一 鈴木久江 鈴木丑三 安藤昌弘 安藤光枝 石川定吉 榎本和明 榎本すみ江 稲葉壽美子 稲葉修 森本豊 関和壽 関智得子 山本光子
須田さわ子 芹沢坦 大川ちはや 望月はな子 佐藤美子 森清 鈴木恵太 田村君子 鈴木康行 鈴木教子 栗原久生 中原加久夫 戸谷栄子 佐藤栄主
佐藤悠子 竹端節治 安藤至行 小澤嘉子 三上玄鐘 三上真露 市川和子 下山よし子 下山光夫 堀井信義 堀井知子 堀井正義 冨田玲二 冨田みほ
西島たか子 小山次郎 砂川靖子 川上鮎子 狩野川太郎 佐藤光子 吉田美代子 吉田利男 原寿雄 原ムツ子 水口稔 公野喜一 公野富喜 山口よしの
梅原五郎 梅原浩代 森元志磨 鈴木時男 鈴木たづ子 鈴木和枝 遠藤達秋 遠藤君子 ぼうもり 落合勝満 小川一弥 鈴木せい子 谷口光位 谷口知乃里 髙山芙子 長野樹美子 東風谷義夫 東風谷きよ子 松永知明 松永美恵子 荻沢玲子 荻沢はるみ 麻生總一 麻生千昌
間宮信行 間宮佳代子 小塚一哉 小塚智之 大重晴代 大重徹 大重教江 土屋康雄 水口ノブ 芝山三郎 芝山春子 桜井勝美 桜井セツ子 久保園等 久保園澄江 佐藤栄主 佐藤悠子 根本美智枝
塩崎朋江 板倉明 板倉明子 矢岸静子 矢岸勝利 木村キヨミ 木村恭一 鈴木よしゑ 鈴木葉子 斉藤京子 斉藤雅巳 渡邉すみ子 鈴木万寿子 工藤満智子 山田豊 長谷川久美子 渡辺絖江 山田和子 髙橋克江 山下延子 杉村勝子 戸原光江 梅原栄 松田克子 内田高弘 拍村和彦 鈴木ちびた 鈴木康子 鈴木綾子 三田重雄 森紀子 宮内由枝 吉田政雄 森イネ 長谷川美智子 堀井百合子 石井芳子 入月陽子 堀井いさ 鈴木ユキ子 鈴木みさ江 萩原禮子
堀井庸子 高島君江 山本久子 杉本忠義 杉本代梅子 木村かなえ 本間美和 山口美代 土屋芳子 山口八千代 阿相隆 野中とし江 久保田敦子 久保田和子 蓮沼孝子 小笠原照世 斎藤喜美子 福永剛 木村奈都美 鈴木啓二 鈴木和美 鈴木家子 萩原健四 土屋建次 望月悦子 渡辺芳子 川口瑞 山本貞子 堀井吉夫 石田義明 山岡隆司 冨田恵子 髙橋千恵子 伊藤末彦 堀井三佐江 花房美代子 杉山早苗 金子初恵 中野圭子 谷口栄子 内田紀子 足立ともえ
伊藤真喜子 坂井暁子 渡辺勝 田中勘治 松本要 塩﨑元子 吉田弘 三好陽子 木内幸代 土屋良明 和田仁孝 柴田順子 内田光子 渡邉みや子 諫早英子 坂井幸三 菊池昭司 井柳陽子 室伏邦子 中山正美 足立のりお 江田潤 渡辺喜宏 土屋喜一 下嶋美恵 野中正彦 若林操 タカハシタカコ 望月学 三井奏 遠藤長治郎 宮石淳一 伊賀功 萩原育実 井上しをり 萩原秀生 土屋充 松下ひろ子 鷲山大志 高橋潤 深田由香 三井景子 鈴木幸宏 山田文代
田中キヨ 松下癸未夫 野末晴隆 高橋哲 盆小原すみ子 望月ゆかり 土屋祐子 渡辺幸子 谷口隆太 鵜飼由隆 杉﨑佳子 岩井博子 渡邊隆秀 飯田猛 望月忠秋 深田一美 川口勝司 和田陽子 萩原清子 伊藤幸子 柴田恒彦 小倉緑 高橋和大 塩﨑松男 公野芳男 杉山芳喜 神谷とく 長澤利彦 鈴木百合子 木下紀美子 萩原純子 川口真由子 高橋久 伊藤廸美 浜村勤 宇田博俊 望月幸子 野末順子 加藤幸雄 奥川伊代子 牧かつ子 神谷謙治
水口久江 野中加世 岡山裕 花房直正 渡邊力 小川恭正 髙橋公一 長谷川昌代 松岡忠臣 内田豊 内村孝志 高橋時子 水口英夫 渡辺知子 中山百合子 遠藤あい子 諫早正夫 渡邊貞江 大湖嘉子 田中正男 小嶋正蔵 下嶋幸一 高梨滬子 内田富士雄 堀内浪江 酒井正子 佐野隆二 長澤由季 堀内弘子 菅原典秋 土屋洋子 菊池通子 平井千代子 山本由紀夫 望月相子 小川道子 平井泰次 小島正彦 内村千鶴子 勝俣きよ子 石田美智子 鈴木公子
山本智子 渡邊清香 神尾美代子 佐野和 田中みつる 岡山政代 山口博子 木部房子 堀内清彦 酒井敏雄 白子庸子 小倉祐二郎 萩原久子 小保方惠 内田武司 木下征三 遠藤啓 高梨誠 内田ゆう子 羽田千代子 田中千春 盆小原眞治 遠藤文枝 高橋花世子 吉田セツ 鈴木暹 室伏七雄 萩原直子 川村登美子 鷲山秀子 小澤智子 宇田弘子 牧栄伸 遠藤希代子 小峯とよ子 松永隆 松永美穂 後藤真紀 後藤眞一 鈴木達子 山村惠彦 山村憲子 山村雄紀
山村美恵 杉山隆章 杉山かつ子 森川博 齊藤昌実 森野幸太郎 森野克美 芹澤富康 芹澤京子 山口弘子 山本実貴子 名川初司 名川絹子 名川正利 森操 武捨ミツ 橋本よし 橋本清志 田中正美 田中佳子 渡辺昇 渡辺光江 高山圭士 間部香澄 間部雅優 石関君恵 大塚ふじゑ 神弘子 神しのぶ 庄司泰子 真野富士子 渡辺和子 高田勝代 北島真澄 望月孝俊 高田美根子 中村允信 河合聡 小川アサ 金子秋美 大川圭 高橋龍節 高橋幹子 三原牧子
室伏豊一 室伏たけ 加藤一見 中村スガ子 中村朋代 菅尾則子 篠澤千尋 篠沢佳代 篠沢尚 篠沢笑 中村幹雄 中村和代 中村華花 中村史一 芹澤益江 芹澤充彦 芹澤隆二 遠藤一磨 鈴木和江 勝部美栄子 勝部定信 勝部信之介 勝部智子 藤井治代 宮石良子 西島洋子 志良以孝 志良以誠 志良以忠喜 城本まき子 大内まりよ 大内清司 土屋裕巳 遠藤たみ子 遠藤志保 遠藤健司 大庭十九男 大庭光治 大庭桃子 大庭咲子 大庭光太郎 大庭重一
櫻井茂樹 今野成子 澤村正紀 澤村信子 澤村こずえ 澤村亮 澤村裕香 澤村和一 澤村ちひろ 上野雄一 上野あすか 宮田由美子 水口千賀子 安本賀津子 梅原加代子 本田千和子 渡辺由貴子 比嘉邦雄 長谷川園枝 杉本啓子 土屋豊治 鈴木和子 大西米子 布施隆史 布施博子 斉藤昌 斉藤トシ子 長島弘 長島幸代 捧正直 池田益弘 渡辺ひろみ 尾鷲嘉子 福田香代子 川口知治 川口きち代 小池功 小池けさ子 石田早苗 宮本美佳 鈴木保則 山田直治
伊藤博文 伊藤文子 井村甲子衛 塚平勝司 塚平育世 室伏正博 室伏慶子 山本美子 渡辺公也 中野節子 野口ヒロシ 原智里 鈴木洋子 池谷みどり 仲本浩子 西島洋子 吉田吉一 水口玲子 新生玲子 湯浅優子 山本俊子 下山ひろ子 吉田綾子 塚田宏志 塚田妙子 中村啓子 山口和清 深谷嘉之 佐世正則 石田浩 柳田浩史 柳田公子 大内美恵子 松本悦子 宮腰和夫 斉藤和久 金谷弘子 山本邦浩 西川孝男 西川和子 斉藤亮 丸山国男 丸山英子
峰田茂 峰田文子 峰田早苗 中村八束 浜村和子 森田聡 森田さえ子 土屋のり子 土屋紀衣 三室八重子 三室教雄 藤巻加世子 久郷溥子 斎藤富子 塩川小夜子 飯塚通子 相田伸久 田村和子 高橋郁子 高橋周三 高橋恵美子 若梅慈子 小柳出厚子 井澤しげる 井澤智子 鍵山敏宏 鍵山裕子 西村明男 西村昌子 石田敬三 石田憲子 志波眞理子 菊地美恵子 佐久間澄子 松下靖 松下睦子 多田敏英 多田素子 花上光治 千石貞幸 小林義和 小林慶高
小林佐枝子 大久保俊彦 大久保麗子 湯山秀行 石黒智文 内田智雄 菊川恒明 秋山順子 小川富士枝 寺田美智子 石原美代子 石川裕子 村瀬憲二 越田範子 富岡健作 富岡君代 岡本隆司 岡本康子 臼井六郎 臼井孝子 久保庭守 久保庭正子 草萱鉄弥 原田朋子 加土井六郎 加土井幸子 磯谷陸征 磯谷寿枝 高畑新一 高畑瑠美子 石川滋民 藤井美那子 植松通代 久保田林 久保田恵子 神田悠紀子 杉本恵理 杉本花 杉本幹太 石垣貞子 冬木めぐみ
飯島汎子 須嵜栄子 日野廸子 石垣嘉信 石垣あすか 石垣みずほ 渥美久江 渥美祥行 吉倉信明 吉倉美恵子 世古正七 世古昌子 大塚幹六 大塚幾代 榎本政夫 榎本光子 遠藤依子 木内陽子 古勢通江 浅野和子 山田武 山田夕 矢部洋 矢部正美 矢部香 武内襄 武内美保子 栁詰けいこ 野田勇 野田操 市川幸子 瀬古芳秋 瀬古淳子 村田紀子 小桜賀子 加藤栄樹 後藤恭一 斉藤宗昭 斉藤眞澄 斉藤宗太朗 斉藤伸志 斉藤れい子 中村章二 石井俊夫
石井美貴子 植田邦雄 植田さと子 斎藤照正 斎藤貴之子 斎藤平 斎藤円 村松茂紀 三枝早苗 原秀行 原仲乃 石川七 柳川喜美江 杉澤勇一 金指幸雄 杉山芳子 大渕雅璋 高橋俊和 小峯貴之 木原裕美 上田元子 勝又得子 渡辺澄子 高田雅代 森下みどり 山本純子 永田恵 三田恵子 河北幸子 野村卓司 野村みや子 金子正毅 金子和枝 原川よし子 千田正枝 廣川巌 廣川武子 米山美恵子 石浜明 石浜明子 長谷川利男 長谷川文子 下山久美子
下山勝実 小西政孝 小西静子 山口当子 馬場裕子 馬場宏 瀬古淳子 谷口美也子 杉本花子 後藤寛美 荒木美江子 石川千賀子 立見庸子 増田まり子 藤池都子 中村り江子 森野善広 𠮷川日出雄 𠮷川光江 石井惠美子 石塚隆子 遠藤房男 若林敬子 若林さくら 𠮷原久子 茅根明 茅根千江子 茅根美穂 吉川清里 吉川豊一 荒井美代子 山下惠 伊藤千鶴子 柴橋敏子 余語ミナ子 余語奈々子 田村千恵子 浦崎巌 河野一郎 河野月江 河野もも 下山一美
下山祥江 山口八重子 栗原陽子 平田有候 中村つた江 青野きさ子 山下博巳 山下静子 佐々木眞知 堀考信 勝俣あい子 勝俣真理 塩地充子 板倉政男 板倉俊子 久米重雄 服部正平 服部幸子 渡辺好子 宮内茂子 荒木裕子 増村三鈴 増村博史 芹澤ゆき子 芹澤豊 土屋かほる 鈴木ひろみ 大竹静代 片山かつ江 小阪美代子 桐生栄子 加藤明代 加藤正則 土屋寿子 永島宣江 古谷いつみ 太田尚子 針生俊子 吉澤陽子 鈴木三千代 河野真生子 山口久江
神山節子 寺田香 渡邉浩美 渡邉栄子 渡邉由羽 渡邉匠馬 河野みどり 渡辺みち子 柴田和美 山本治子 石井重治郎 半田みちる 中野利登志子 伊藤善文 伊藤三恵 清水伸行 清水好美 浜田貴久代 師岡徹 師岡茜 丸橋明夫 丸橋美栄 師岡りみ子 佐々木伸郎 佐々木一枝 徳永澄子 徳永透 尾朝昌子 牛坂毅 渡辺均 吉田寿男 合川晶子 古口美知子 古口暁 山本千年世 赤井健人 遠藤文子 西海美智子 田坂幸造 金田眞澄 仁科健太 杉山恵美子 鈴木静恵
稲上生惠 星野直子 周藤祥子 高田禮子 高田浩欣 高田紅 右近和枝 右近恵理 湯山茂 湯山藤枝 高月義照 高月フミコ 大沼光子 古戸このみ 古戸完 小田りつ 浅羽愛 西澤治実 小田正弥 倉元良江 杉山伸江 荻野治子 前田敏江 五十嵐富江 大沼俱夫 大沼京子 高畑博之 高畑道子 堀内哲雄 堀内洋子 堀内早苗 杉村宗男 杉村礼子 稲葉幸美 梶幸江 堀内知之 佐々木伸之 佐藤和美 工藤和子 高橋美佐子 横山みのる 河上みさ子 石川兼次 石川靖子
長田耕一 吉田明生 笹岡敏紀 笹岡五百子 笹岡千佳子 永井京子 永井慶斗 永井結人 鈴木敏之 楯岡眞弓 勝又敦子 勝又真史 勝又秀人 宗賀喜人 宗賀弘恵 蓮見孝子 浜本大蔵 永井喜八郎 永井喜代子 樋口允夫 樋口悦子 田代昇治 田代明子 栗原富夫 栗原真貴子 渡邊政勝 渡邊ます江 伊藤忠 矢部明子 鈴木京子 橋本ふみ子 川原しづゑ 川原由希子 岡田涼子 勝又はるみ 森田まさ子 倉橋孝子 村瀬誠 村瀬喜与子 若田千津子 高田馨 高田和子
高田紀子 高田彰 高田冨美子 高村紀子 国谷紀美子 高田廣 高田アキ子 鈴木成嘉 鈴木俊子 金子眞子 滝口眞里子 塚本俊功 肘井洋 肘井節子 金子すみ代 荻野泰弘 宮代稔久 浅賀喜一郎 碓井登 山本連二 加藤敦史 山崎道子 瀬戸すえ子 富井直子 米村拓也 漆畑悦子 漆畑香穂 小澤勝彦 小澤洋子 横山眞人 横山朋子 天野登 天野史子 森光美 西山悦子 江口正博 江口和子 小田桐たかし 小田桐朋子 今城照明 長田功 長田みゑ子 勝又よし子
長田由紀子 早川孝一 早川てい 清水とく江 東海美喜江 富田和也 富田香保 杉山淳 渡邊和子 斎藤晴代
金野吉行 金野恵子 梶本弘 梶本杏子 梶本衣 余田圭司 余田信子 牧野弘 宮下明功 宮下万里子 方壁雄司 方壁友子 渡邊希一
渡邊恵子 田代理恵子 板垣正勝 板垣ミヨ子 加藤宏和 加藤さち子 加藤剛 加藤顕 勝俣順子 勝俣静
大倉英子 桜田新三郎 桜田はつ江 吉川妙子 鈴木和子 木崎利夫 鈴木辰夫 岩田博文 岩田恭子 川嶋桂子 武藤彧子 田中壮一
田中啓子 吉田満子 風張裕見子 滝口ふみ恵 長田ゆき子 長田あや子 赤見春美 赤見樹里 小谷美代子
武藤泰佐 斎藤和子 當山留美子 杉山浩 杉山佐世子 谷梨影 塚本正太郎 塚本千鳥 勝又良子 勝俣きみ子 根上富美江 小澤まさ子
勝又進 勝又直美 勝又大樹 勝又恵子 勝俣史樹 勝又蘭 西室ゆきゑ 西室より子 九島和弘 内村嘉秀
鈴木光子 坂脇やよい 岩田弘子 田代朝子 笠間道子 勝亦保江 松井信江 滝口玉枝 滝口勝 滝口美弥子 伊倉美恵子 高橋美妙子
高橋たえ子 高橋孝信 長田福子 長田妙子 杉山たか枝 厚見道代 田代益茂 田代順子 山崎俊治 山崎幸子
鈴木芳枝 佐藤俊二 佐藤悦子 斎藤郁代 斎藤仁 勝又未春 勝又和枝 伊藤義則 市川厚司 関根弘 佐々木泰之 田村光子 長浜勉
長浜良子 長谷川照子 鈴木光一 鈴木郁子 高田加代子 長田直之 芹澤政敏 新川稔 田代令子 田代勇夫
勝又禧幸 芹澤彰夫 芹澤とも江 笠間重子 杉山豊 杉山初枝 高木義純 杉山乙治 杉山トシ江 梶本子郎 梶本久子 梶本常昭 杉山國三
杉山孝子 杉山トキ子 滝口よし子 滝口清富 滝口すゑ子 杉山久由 加賀谷昭 小野田ひで子 杉山京子
野木榮江 草薙京子 茂川栄子 遠藤晃教 遠藤喜江 石崎進一 石崎千鶴子 西山宣子 香川勉 香川洋子 勝俣博子 黒田美智子 矢後梅子
石田広美 長田和子 土屋紘一 土屋次美 佐野宮子 高木佳也 高木幸子 高木秀昭 岩田光春 岩田春代
勝又澄江 横山秋好 横山三枝子 芹沢輝代 大島伸代 伊藤みち子 岩田美保子 高杉睦美 高杉寿美子 大沢勇 岸野精介 御宿さえ子
熊川ひろ子 田村真智子 才川理奈 渡辺英一 中西政信 中西節子 榊原祥二 高木理文 高木早苗
今村昌己 鎌野惣平 吉崎博勝 吉崎昌代 吉村義人 吉村恵子 小宮山きよ子 木村和彦 森岡和鶴子 山本雅春 山本光子 滝口照子
辻川喜久雄 辻川公子 森本善雄 森本千春 森本あかね 清田尚和 清田延子 湯山ノリ子 杉山敬夫
杉山二三世 佐藤政子 眞田桂子 室伏時雄 室伏楊子 山本妙子 月出堅司 月出道子 山本椎子 井出文明 井出憲子 井出洋
瀬戸敬司 瀬戸悦子 室伏裕子永島香子 小山惠子 仲山三千子 漆畑洋子 髙杉てつ子 横山富美子
溝口紘一 溝口絹子 溝口信子 溝口直子 松田新
星野利恵 安田雄志郎 今村真理子 大島綠 勝又美路子 菅原久夫 菅原美代子 橘茂幸 橘節子 水口たか代
長田由起子 水口善昭 水口英男 高橋恭治 小澤輔夫
優先課題 その他
社会は今
江藤純 海福潔 大沼啓二 廣瀬弥作 岩井良枝 岩井裕章 小澤良一 肥本伸介 肥本育子 石山光男
岡本裕市 岡本和枝 遠藤久芳 名波秀夫 坂口直樹
憲法改正
6.1%
軍事費は大幅に増額
坂口美千代 清水武正 清水勝代 中山直子 大庭誠子 斉藤登喜子 杉山弘子 杉山益之 小原実
縣君子 山崎公久 石端孝司 庄司恒夫 庄司二三江
6.9%
野際ふみゑ 井口あけみ井口友裕 吉川洋美 吉川愛美 杉山貞夫 木村武利 木村津矢子 大庭紀雄
大庭寿子 大庭祐子 中村幸 渡辺育代 川口弘子 田村珠美
かたや、
コロナ禍のなか
進藤明子 進藤一歩 進藤光輝 岩田清子 青木脩 浅野洵 安達豊文 飯島英一飯島孝子 伊海京子
池田正夫 池田靖子 梅原明 大川修一 大川みちの 岡本誠吾
年金
岡本登美枝 柿島由紀子 兼高志保子 兼高良光 久保田直江 久保田富 黒滝至 小櫻修 小櫻裕子
後藤勢以子 後藤信男 齋藤知恵美 佐々木資郎 末光静子
医療
医療現場では、
景気や
末光正和 鈴木孝之 鈴木龍男 鈴木透 鈴木美恵子諏訪睦生 田中堅 田中ミヨ子 田中基晴 土屋俊夫
徳永透 鳥居誠二 鳥居槙子 中澤結実子 中澤芳幸
介護
雇用など 48.5%
マスク、ゴーグル、
中村一人 西恵子 原田栄 原田政信 廣瀬豊 藤原かづ子 古屋弘子 古屋弓月 宮口慶子 室伏和子
望月正子 望月三徳 森田正代安井清子 安井幸恵 安井昭二
経済政策
山口喜久恵 山岸邦年 山本静夫 山本節子 山本紀子 山本昌代 脇由利子 木野忠 木野久惠 寺尾昭
寺尾美鄕 井口紀子 井口加代子 海野三奈子 海野和子
38.5%
防護服などの機材が
堀内孝三 平尾孝行 吉岡一枝酒井幸七 小泉勇 大村兼男 戸塚正子 高津友彦 別府聡 堀井富雄
堀井節子 井ノ口義治 井ノ口明代 鈴木敬一 村越千浪
浅田憲子 太田由実 河合昭宏 坂本義彦 佐々木洋子 杉原千恵子 鈴木幾子畑明枝 松島明子 宮毛行
渡辺英三 山本悦子 古尾谷英男 鈴木和美 伊藤敏行
決定的に不足!
高橋秀人 末高義子 古河恵子 長坂輝夫 中川久美子 山崎美代子 森竹幸代 海野昭一 海野さよ子
尾崎十郎 尾崎あきよ 田畑和國 田畑康代 宮城島正
共同通信社緊急電話世論調査
あなたはどう思いますか？
※
宮城島久代 斉藤園子 藤井富士子 大橋尚子 荒川文子 鈴木光俊 鈴木かおる 小澤信夫
車田敦子 木宮美音子 渡辺一貴
（2019年7月22・23日実施 ）
※全国の有権者にランダムに電話
（固定電話７３６件のうち、516人から回答・携帯電話１,２６３件のうち、
５１３人から回答）

意 見 広 告 参 加９条 の 会

連絡先

神田 一男 〒438-0039 磐田市東新町1-3 D-107 TEL・FAX 0538-36-3006

島田六合九条の会 川根本町9条の会 吉田町９条の会 高洲・大洲9条の会 青島南9条の会 青島9条の会 藤枝9条の会 西益津9条の会 平和憲法（9条）を守る広幡・藤岡の会 葉梨9条の会 岡部9条の会 志太憲法を大切にしよう会 年金者組合藤枝支部9条の会
静 岡 第 一 法 律 事 務 所９条の会 藤 枝 第 一 法 律 事 務 所９条の会 焼 津 女 性９条の会 焼 津９条「 青 空 」の会 吉田町９条の会 藁 科 9 条の会 大 里 9 条の会 新日本 婦 人の会 静 岡 支 部９条の会 美 和９条の会 静 岡ＹＷＣＡ９条の会 再 稼 働 反 対 金 曜アクション＠静 岡９条の会
静岡・沖縄を語る９条の会 静岡年金者9条の会 静岡市すえひろ９条の会 国公・静岡９条の会 静岡市ネットワーク９条の会 静岡田町診療所９条の会 あおいの会 竜爪山九条の会 するが有度山麓9条の会 清水女性9条の会 9条の会・清水 庵原9条の会 オールディース9条の会
年金者清水9条の会 静岡県憲法九条の会 磐田九条の会・連絡会 小笠九条の会 奥浜名湖九条の会 菊川市憲法９条の会 ９条の会はまきた 憲法九条を護るいわた市民の会 憲法九条を守る曳馬中学校区の会 コープ９条の会（静岡西部） 子どもだいすき九条の会 しいの木９条の会
新婦人浜松支部９条の会 第９条の会・浜松 天竜平和を守る会（９条の会） 富塚９条の会 浜松演劇鑑賞会９条の会 浜松教職退職者９条の会 浜松金属労働者９条の会 浜松・憲法九条の会 浜松佐藤町診療所９条の会 浜松しおかぜ９条の会 浜松市役所９条の会 浜松年金者９条の会
雄踏９条の会 憲法９条を守る熱海市民の会 憲法9条を守る伊東市民の会 東河９条の会 松崎・西伊豆九条の会 長泉９条の会 鷹岡九条の会 富士宮９条の会 沼津・大平９条の会 沼津・香陵９条の会 沼津・三浦９条の会 ぬまづ憲法９条の会 国労東部９条の会 伊豆市九条の会
伊豆の国市9条の会 函南・九条の会 「憲法９条を守る」三島市民連絡会（みしま憲法9条の会 三島伊豆地区憲法9条を守る会 みしま中部憲法9条を守る会 三島きたうえ九条の会 図書館9条の会三島 健康友の会9条の会 新婦人三島支部9条の会 民医連東部ブロック9条の会）
御殿場・小山９条の会 富士山裾野市九条の会 静岡県東部教職員9条の会 （89団体、
４７4４名）

