
賛助会費名簿

個　　人　　名 仞�ｧ｢�回生 

小　野　一　男 ����3����白3 

芳　名　無　し �(�3����日9 

久　保　澤　稔 �(�3����日10 

寺　井　常　雄 ����3����日10 

干　葉　昌　ニ 滴�3����日12 

大　志　田　武 滴�3����日12 

小　島　左　京 �(�3����日13 

杉　江　忠　之　助 �(�3����日13 

名　久　井　弥　七 �(�3����日13 

澤　　田　　耕 �(�3����日14 

阿　部　一　郎 ����3����日14 

清　水　端　金　吉 滴�3����814 

藤原仁左衛門 滴�3����日14 

湯　澤　一　晃 ����3����日15 

金　田　一　皐　造 ����3����日15 

中　村　一　雄 �#��3����日15 

菊　池　真　二 �(�3����日16 

藤　舘　秀　行 �(�3����日16 

鷹　萬　連　衡 ����3����日16 

猪　狩　康　三 �(�3����日16 

佐　々　木　秀　勝 滴�3����日17後 

赤　　坂　　等 塗�3����旧17後 

菱　川　貞　三　郎 �(�3����817後 

大　坪　幸　平 滴�3����日17後 

高　橋　孝　愛 ����3����日17後 

和　井　内　和　夫 �(�3����日17後 

佐　々　木　昭　徳 滴�3����日18 

高　宮　昭　平 �����3����日18 

田　村　庄　吉 鼎��3#���日18 

小　原　忠　一 滴�3����日18 

大　銑　地　久　男 �(�3����日18 

西　在　家　寛 塗�3����818 

佐　々　木　啓　祐 �(�3����818 

大　釜　賢　三 滴�3����日18 

赤　川　義　美 滴�3����1 

有　原　隆　司 ����3����1 

野　　村　　誠 �(�3����1 

小　原　啓　三　郎 �(�3����1 

浅　沼　正　夫 �(�3����1 

佐　々　木　哲　孝 �(�3����1 

名　久　井　徳　爾 �(�3����2 

池　野　和　夫 �(�3����2 

久　保　新　一 �(�3����2 

藤　　村　　敏 ����3����2 

小　山　田　新　平 �(�3����2 

高　村　哲　郎 �(�3����3 

五　日　市　三　郎 �(�3����3 

吉　田　光　政 �(�3����3 

金　澤　良　矩 ����3����3 

木　村　栄　作 �(�3����3 

村　　山　　武 �(�3����3 

個　　人　　名 仞�ｧ｢�回生 

上　田　勝　彦 �8�3����4 

佐　々　木　敬　一 �(�3����4 

大　橋　義　平 ����3����4 

田　鎖　清　毅 �(�3����4 

高　橋　久　男 �(�3����4 

八　重　樫　昌　宏 滴�3����4 

照　井　武　彦 �(�3����4 

清　見　全　弘 ����3����4 

井　上　正　美 滴�3����4 

畑　谷　守　良 �#��3����5 

佐　々　木　美　隆 滴�3����5 

泉　沢　利　之 �(�3����5 

西　島　康　之 �(�3����5 

渡　連　真　由　美 塗�3����5 

藤　澤　祐　三 �#��3����5 

荒　木　繁　夫 ���3����6 

浦　　田　　隆 �(�3����6 

犬　上　制　古　人 �(�3����6 

城　守　英　彦 �(�3����6 

藤　田　雄　平 ����3����6 

澤　口　文　男 �(�3����6 

田　鎖　康　誠 �(�3����6 

坂　下　陽　市 �(�3����6 

及　川　省　治 �(�3����6 

谷　藤　幸　吉 �(�3����7 

野　崎　弘　志 �(�3����7 

土　村　金　雄 滴�3����7 

藤　　村　　隆 �(�3����7 

阿　部　秀　充 �(�3����7 

古　川　知　義 �(�3����7 

徳　　田　　滋 ����3����7 

晴　山　一　正 �(�3����7 

吉　田　栄　一 �(�3����7 

山　本　充　夫 鼎��3����7 

伊　　藤　　廉 滴�3����7 

熱　海　宏　借 ����3����7 

坂　本　義　邦 ����3����7 

立　花　宏　幸 �(�3����7 

駒　井　専　一 �(�3����7 

後　藤　康　文 ����3����8 

平　　井　　衛 �(�3����8 

工　藤　邦　夫 滴�3����8 

福　井　意　男 �(�3����8 

根　　澤　　守 �(�3����8 

根　田　幸　悦 �(�3����8 

片　　岡　　充 �(�3����8 

兼　平　甚　三　郎 �(�3����8 

多　田　清　書 滴�3����8 

太　田　和　夫 �(�3����9 

工　藤　強　－ ����3����9 

佐　藤　和　平 �(�3����9 

個　　人　　名 仞�ｧ｢�回生 

赤　澤　征　夫 �(�3����9 

磯　崎　公　一 �(�3����9 

佐　々　木　久　夫 ����3����9 

大　　村　　■弘 �(�3����9 

中　里　松　寿 ����3����9 

佐　々　木　英　雄 ����3����9 

府　金　利　廣 �(�3����9 

小　林　泰　宏 �#��3����9 

中　　村　　薫 �3��3����10 

松　岡　直　彦 �(�3����10 

阿　部　信　行 �(�3����10 

古　館　正　虎 滴�3����10 

中　村　光　紀 �(�3����10 

小　野　寺　峯　雄 �(�3����11 

柴　田　義　春 ����3����11 

小　野寺　祥　一 ����3����11 

馬　場　英　彦 �(�3����11 

伊　藤　完　治 滴�3����11 

横　板　克　衛 �(�3����11 

猿　舘　豊　明 �(�3����12 

乗　谷　川　親 �(�3����12 

長　滞　佳　彦 ����3����12 

佐　々　木　康　雄 �(�3����12 

鎌　田　辞　稔 �(�3����12 

菅　原　紀　繁 �(�3����12 

佐　藤　勝　彦 �(�3����13 

藤　島　利　久 滴�3����13 

安　達　幸　雄 ����3����13 

木　村　勝　一 �(�3����13 

菊　地　輝　之 �(�3����13 

小　苅　米　淳　一 ����3����13 

里　見　一　栄 塗�3����13 

菊　池　軍　次 ����3����13 

赤　沢　昭　二 �(�3����13 

森　田　眞　司 �(�3����14 

立　花　繊　夫 滴�3����1．4 

大　沼　信　行 �(�3����14 

佐　藤　弘　吉 嶋�3����14 

田　澤　利　彦 ����3����14 

籠　　屋　　徹 塗�3����14 

栃　内　秀　彦 ����3����15 

小　田　島　隆　三 �(�3����15 

藤　倉　健　吾 �(�3����15 

滝　浦　弘　士 �(�3����16 

佐　　藤　　正 �(�3����16 

内　舘　政　光 �#��3����16 

小　　田　　宏 ����3����16 

立　　花　　勲 塗�3����16 

越　戸　圃　雄 �(�3����16 

峠　　徳　　美 滴�3����16 

棲　井　一　男 滴�3����17 



賛助金費名簿

個　　人　　名 仞�ｧ｢�回生 

山　田　康　平 �(�3����17 

藤　根　弘　康 �(�3����17 

小　笠　原　秀　孝 塗�3����17 

小　笠　原　常　之 ����3����17 

高　橋　隆　夫 �(�3����17 

細　矢　邦　夫 �(�3����17 

伊　藤　勢　至 �(�3����17 

ニ　上　意　育 �(�3����17 

佐　　藤　　孝 �(�3����17 

高　田　耕　一 �(�3����17 

照　井　武　彦 �(�3����18 

宮　　　　　　博 �(�3����18 

照　井　武　彦 �(�3����18 

藤　倉　信　夫 �(�3����18 

大　澤　貫　中 ����3����18 

越　戸　輝　雄 ����3����18 

谷　藤　芳　栄 �(�3����18 

斎　藤　健　一 ����3����18 

阿　部　旨　宏 �(�3����18 

佐　藤　啓　二　郎 �(�3����18 

村　井　紀　之 �#��3����18 

立　　花　　等 �(�3����18 

桜　　耗　　博 �(�3����19 

金　　子　　均 �(�3����19 

難　波　保　夫 �(�3����19 

高　橋　克　彦 �(�3����19 

藤　澤　誠　吉 �(�3����19 

浦　田　栄　治 �(�3����19 

才　川　文　夫 滴�3����19 

金　沢　正　明 ����3����19 

鎌　田　眞　逸 �(�3����19 

長　谷　川　良　久 滴�3����20 

松　　村　　諭 �(�3����20 

開　口　知　男 ����3����20 

花　井　裕　一 �(�3����20 

池　　田　　健 ����3����20 

吉　田　行　夫 店�3����21 

小　泉　邦　義 ����3����21 

宮　澤　俊　次 �(�3����21 

高　松　三　郎 ����3����21 

安　　西　　勉 滴�3����21 

明　　戸　　均 ����3����21 

武　田　真　和 ����3����21 

阿　　部　　寛 �(�3����21 

佐　藤　秀　利 �(�3����22 

清　川　俊　郎 �(�3����22 

伊　藤　賢　二 �(�3����23 

佐　々　木　哲　也 ����3����23 

村　　上　　修 ����3����23 

古　賀　和　俊 ����3����23 

高　橋　重　幸 塗�3����23 

個　　人　　名 仞�ｧ｢�回生 

小　山　田　輝　夫 �(�3����23 

千　田　幸　司 �(�3����23 

桜　井　保　典 �(�3����24 

橋　　本　　晃 滴�3����24 

川　村　市　宜 �(�3����24 

楢　山　直　樹 ����3����24 

吉　田　一　美 �(�3����24 

向　井　田　陸　生 �(�3����25 

千　葉　昭　彦 �(�3����25 

吉　田　祐　一 �(�3����25 

白　崎　英　旦 �(�3����26 

三　浦　由　太 �(�3����26 

上　田　公　一 �(�3����26 

中　野　静　児 �(�3����26 

朝　倉　芳　彦 �(�3����26 

沼　田　陽　一 �(�3����26 

金　谷　純　一 �(�3����27 

足　　澤　　匡 ��S(�3����27 

菱　谷　和　彦 �(�3����28 

須　　藤　　隆 �(�3����29 

谷　藤　雅　俊 滴�3����30 

玉　山　文　彦 �(�3����30 

金　　谷　　茂 �(�3����31 

菅　原　一　也 �(�3����31 

久　保　田　仁　恒 �(�3����32 

多　田　健　一 滴�3����33 

岩　渕　稔　彦 ����3����33 

藤　倉　優　幸 �(�3����34 

菅　野　高　宏 滴�3����34 

鳥　　居　　智 �(�3����34 

伊　藤　秀　樹 �(�3����35 

舘　澤　一　史 塗�3����35 

金　子　眞　也 �#���3����37 

新　沼　裕　一 �(�3����37 

小　笠　原　千　永 �(�3����37 

工　藤　真　悦 �(�3����38 

高　　橋　　明 滴�3����39 

石　川　英　嗣 �(�3����39 

熊　谷　哲　也 �(�3����40 

天　沼　大　志 �(�3����40 

西　郷　史　郎 ����3����40 

東　本　茂‾樹 �(�3����41 

夏　堀　裕　彰 �(�3����41 

菊　　地　　大 ����3����41 

高　橋　一　行 �(�3����42 

千　　葉　　基 �(�3����43 

斎　藤　恵　亮 �(�3����43 

田　中　研　一 �(�3����43 

棲　田　伸　雄 �(�3����44 

白　戸　一　隆 ����3����44 

櫻　田　伸　雄 �(�3����44 

個　　人　　名 仞�ｧ｢�回生 

駒　　木　　哲 �(�3����46 

小　林　仁　郎 �(�3����48 

高　橋　大　希 �(�3����47 

井　上　雅　友 滴�3����47 

中　村　陽　一 塗�3����48 

吉　川　克　也 �(�3����49 

宮　　崎　　力 ����3����49 

日　下　部　慶 �(�3����50 

本　多　真　之 �(�3����52 

久　慈　快　司 �(�3����53 

高　　橋　　亨 �(�3����53 

小　向　広　志 �(�3����53 

山　本　藤　幸 �(�3����53 

菅　井　祐　輔 �(�3����54 

宍　　戸　　透 �(�3����54 

熊　谷　一　城 �(�3����55 

久　保　陽　平 �(�3����55 

熊　谷　卓　哉 �(�3����55 

宮　澤　遼　平 �(�3����56 

田　口　智　康 ����3����58 

浦　辺　賢　太　郎 滴�3����59 

吉　田　大　祐 �(�3����59 

相　澤　賢　宏 �(�3����59 

小　山　田　裕　樹 ����3����60 

成　井　昭　悟 ����3����61 

相　　澤　　宏 �(�3����61 

佐　々　木　圭 �(�3����62 

村　田　純　一 �(�3����62 

野　　中　　凌 �(�3����62 

佐　　藤　　求 �(�3����62 

藤　澤　健　輔 �(�3����62 

細　　谷　　翔 �(�3����63 

砂　子　澤　大　基 �(�3����63 

荒　屋　優　志 �(�3����63 

山　本　貴　大 �(�3����63 

佐　々　木　駿 �(�3����63 

早　　野　　惇 �(�3����63 

藤　村　直　人 �(�3����63 

中　村　悠　太 �(�3����63 

藤　田　吉　裕 �(�3����63 

相　澤　宏　行 �(�3����63 

山　屋　彰　男 塗�3����中学3 

大　森　敬　一　郎 �(�3����中学4 

達　増　産　夫 �(�3����中学4 

鈴　木　敬　治 �(�3����中学4 

和　田　博　泰 �(�3����中学6 

長　澤　轟　八 �(�3����中学9 

日　大　石　棲　会 �#��3����団体 

小　　　　　　計 ���3cォ�3#���

手　　数　　料 �3h�333��

ム ���3cCx�3ピ��
口 




