
あ行 

5767570003 青木 大輔 

5764570565 青木美紀子 

5765570267 赤木 究 

5769570894 安藝 史典 

5765570632 有賀 智之 

5767570445 石岡千加史 

5766570011 石川 秀樹 

5768570619 石田 秀行 

5761571297 井本 逸勢 

5765570728 植木 有紗 

5763571248 臼井 健 

5765570289 内野 眞也 

5762571483 浦川 優作 

5765570609 宇留野 隆 

5769571291 江口 英孝 

5761570715 大川 恵 

5767570757 大木 進司 

5769570463 大住 省三 

5763571174 太田 竜 

5766571203 大竹 徹 

5760571487 岡﨑 康司 

5769570300 岡村 仁 

5761571231 奥川 喜永 

5761570351 織田 克利 

5760570574 織田 信弥 

か行 

5768570761 金子 景香 

5763570506 川崎 優子 

5767570898 久保 真 

5765570836 隈元 謙介 

5765570234 小杉 眞司 

5764570673 小林 宏寿 

5764570606 小林 佑介 

さ行 

5768570233 櫻井 晃洋 

5767571198 重安 邦俊 

5769570764 下平 秀 樹 

5768570255 菅井 有 

5769571127 菅原 宏美 

5760570079 椙村 春彦 

5767570638 杉本 健樹 

5768570813 鈴木 興秀 

5766570538 鈴木 茂伸 

5767570531 鈴木 眞一＊ 

5768570437 進 伸幸 

5767571187 須藤 剛 

5764570792 関根 茂樹 

5764571401 副島 英伸 

た行 

5766570862 髙木 潤子 

5761570771 高山 哲治 

5766570248 武田 祐子 

5763570829 竹原 和宏 

5762570406 田中屋宏爾 

5762571201 田辺 記子 

5765570580 玉木 康博＊ 

5761570265 田村智英子 

5763570454 戸井 雅和 

5766570583 問山 裕二 

5768571179 德富 智明 

5769571321 外舘 幸敏 

5761570588 鳥嶋 雅子 

な行 

5768570534 中込さと子 

5764571081 永坂 岳司 

5766570668 中島 健 

5765571062 中村英二郎 

5769570850 中村 清吾＊ 

5761571305 中山 佳子 

5760570488 西垣 昌和 

は行 

5766571474 蓮見 壽史 

5762570592 馬場 信一 

5768570318 馬場 秀夫 

5763571196 浜之上 はるか 

5762570332 阪埜 浩司 

5762570934 檜井 孝夫 

5768570716 日下 咲 

5760571034 平岡 弓枝 

5766570572 平沢 晃 

5762570536 平田 敬治 

5761571189 福島 明宗 

5763570539 福永 睦 

5762570569 古畑 智久 

5768570749 堀 伸一郎 

ま行 

5768570783 松下 一之 

5760570745 松林 宏行 

5765571125 松本 光史 

5763570335 松本 主之 

5765570784 松本 恵 

5766571021 松本 佳子 

5761570243 三木 義男＊ 

5764571296 三口 真司 

5769570366 宮倉 安幸 

5768570608 三宅 秀彦 

5763571130 武藤 倫弘 

5763570283 村上 好恵 

5761571082 母里 淑子 

5765570773 門馬 智之 

や行 

5768570631 山内 英子 

5763571301 山上 亘 

5769570515 山口 達郎 

5764571111 山田 敦 

5769571172 山田 崇弘 

5768571276 山田 達也 

5764571207 山田 真善 

5763570766 山中美智子 

5765570568 山本佳世乃 

5761571253 吉田 達也 

5769570452 吉田 輝彦 

5767570951 吉田 玲子 

5762570235 吉村 公雄 

理事選挙有権者（選挙権者/立候補有資格者）名簿 

2021 年 12 月 31 日時点で 2021 年度分までの会費を完納された評議員 

＊：2022年 4 月 1 日時点で 65 歳以上となられるため、選挙権は有されますが、立候補資格は有しておられません。 

 


