
期 常任幹事 旧姓 常任幹事 旧姓 常任幹事 旧姓 常任幹事 旧姓
中　39 縄田　昌良

　中　40　
中　41
中　42
中　43 広瀬　一豊
中　44
中　45 安井　良一
中　46
中　47 津石　直和
中　48 勝又　朝昭 冨田　四郎
中　49 今井　重昭
中　50 作花　済夫 正木　昭吾
高　 2 大西　義夫 山岸　和一郎
高　 3 真下　又蔵 田中　ひさ 春海
高　 4 寺内　　信 林　　道子
高　 5 今西　幸男
高　 6 三吉　勝 山城　泰子 宮永
高　 7 勝丸　文彦 西城　榮敏
高　 8 岩田　由孝 藤岡　　満
高　 9 柴田　知幸 水田　勝
高　 10 川嵜　保 田中　宏二 出口　恭一
高　 11 大森　利治 木匠　富佐子 阿部 東　　洪利
高　 12 梅本　弘 小川　幸士
高　 13 山崎　浩史 本城　美奈子 細谷
高　 14 北畑　英樹 安田　富松
高　 15 恵美　正三 大橋　勝也 亀井　清
高　 16 井上　哲夫 小南　須美子 松田
高　 17 蔵野　孝行 村山　朋子 村上
高　 18 西田　光男 山岡　寛史 山尾　春美 川島 平松　京子 藤田
高　 19 松田　慎一 岡田　澄子 竹内
高　 20 石川　元一 山口　仁朗 藤田 木内　義子 駒井 寺本　洋子 近藤
高　 21 伯井　愛子 松村　裕子
高　 22 清　　史彦 刀祢　邦芳 福田　きねみ 浅賀
高　 23 福原　真一 竹川　清 中村　早雪 村田 山本　由美子 谷
高　 24 右近　良治 高島　洋子 北川
高　 25 名倉　嘉史 仲谷　達也
高　 26 柳村　幸宏 高間　昌代
高　 27 佐藤　原二 浮辺　亜紀子 南出
高　 28 上西　左大信 車谷　正好 石坂　美枝 茂木 中元　由美子 山岡
高　 29 佐野　博彦 吉田　久美子 澤
高　 30 辻川　功一 上野　真紀 山口
高　 31 島原　賢司 丸山　早苗 植野
高　 32 芦部　直人 瀬川　なつみ
高　 33 出来　章人 南　　健志 西上　美佐子 堀 米山　のぞみ
高　 34 近藤　剛史 佐久間　康之 坂本　佳世子 大森
高　 35 植木　心一 藤原　徹
高　 36 阿坂　幸治 阿部　孝彦 中田　純子 上田
高　 37 泉　英治 粕本　佳孝 中田　勳樹 藤田　立雄
高　 38 金子　浩二 中村　恵理子
高　39 吉見　友伸 辻江　道子

　　



高　40 木村　博次 森　かおり
高　41 大原　勝哲 姜 河田　有世
高　42 花谷　建次 鈴木　知子 田村 田中　理恵 田辺
高　43 田井　修 中筋　正浩 峯岸　寛和 上出　恭子
高　44 酒徳　耕平 村元　幸子 恩村
高　45 青山　大輔 石川　美佐子 西田
高　46 鈴木　統 木本　明里 中生
高　47 井上　孝介 石橋　優子
高　48 村上　卓司 南　裕子
高　49 佐野　直樹 町野　晶子 梅田
高　50 尾住　将門 山川　美帆
高　51 山口　典宏 和久野　慶子 大島
高　52 河井　昌裕 片山　愛
高　53 井上　哲徳 矢津　智久 能田　真子 真柳　恵子 安松谷
高　54 徐　ヨセフ 浅井　裕子 胡麻 松田　清香
高　55 湊　聖史 寺西　克倫 小濱　由美 金 山下　さくら
高　56 小西　隼人 上野　絢子
高　57 菊澤　俊輔 高木　智子
高　58 荒木　郁緒 木下　千紗都
高　59 尾畑　豪士 高山　光賢 高橋　恵莉香 土井　亜紗美
高　60 石嶺　健二 清成　勇一 宇都　紗央里 田崎　なつみ
高　61 清水　洋 池田 上島　彰悟 石田　葵 金城　久美
高　62 大宮路　直哉 河島　紘之 内山　咲 江口　美菜子
高　63 海士　洋平 森本　康平 浪岡　希 西口　記子
高　64 中辻　雄哉 韓　佑樹 山田　真寛 橋詰　菜摘
高　65 桐畑　祐希 高浜　拓也 山岸　優風 岡本　万紗子
高　66 泉　太二 正月　凌介 中川　由紀子 東中　萌江
高　67 一ノ坪　大輝 八木　慎太郎 土肥　るりさ 細川　真鈴
高　68 片岡　憲哉 堤　俊也 服部　竜士 石見　茉子
高　69 鈴木　宇一 山田　幸輝 西道　奎 廣田　佳菜子
高　70 古財　零士 松浦　遼太郎 糸井　穂高 尾林　瑞希
高　71 川瀬　皓大 北川　尚生 杉若　佳奈 吉田　壮乃子


