
令和２年度 会費納入者一覧 

（令和２年１２月１５日時点） 

 

岡田 民雄 特別 加藤 哲夫 Ｓ２５ 横山金治郎 Ｓ２７ 中川  寛 Ｓ２７ 

長嶋 茂雄 Ｓ２９ 掛端 正敏 Ｓ３０ 鈴木 英美 Ｓ３０ 寺田 哲夫 Ｓ３０ 

吉野  昇 Ｓ３１ 関  隆一 Ｓ３２ 栗原 圭佑 Ｓ３２ 生形 孝夫 Ｓ３２ 

齊藤 敏男 Ｓ３５ 平川 剛也 Ｓ３５ 鈴木満寿男 Ｓ３５ 岩井 亮蔵 Ｓ３７ 

櫻井  誠 Ｓ３７ 森  清孝 Ｓ３７ 莇  英雄 Ｓ３８ 知脇 悦雄 Ｓ４１ 

関行雄・佑也 Ｓ４１ 中村 康男 Ｓ４２ 花島 仁嗣 Ｓ４２ 山下  等 Ｓ４２ 

山田 昇市 Ｓ４２ 伊東三千男 Ｓ４３ 細谷  憲 Ｓ４３ 和田 博一 Ｓ４３ 

井原 慶一 Ｓ４４ 光野 勝雄 Ｓ４４ 檀谷 久明 Ｓ４４ 阿部  明 Ｓ４５ 

遠藤 辰男 Ｓ４５ 大川 芳宏 Ｓ４５ 根本 文雄 Ｓ４５ 渡辺 俊夫 Ｓ４６ 

岩澤  優 Ｓ４７ 内海 誠一 Ｓ４７ 黒川 賢一 Ｓ４７ 佐瀬 一雄 Ｓ４７ 

山嵜 義之 Ｓ４７ 五十嵐清夫 Ｓ４９ 高橋 好正 Ｓ５０ 青木 和義 Ｓ５１ 

赤荻 修一 Ｓ５１ 加賀谷 均 Ｓ５１ 加茂 久男 Ｓ５１ 長島  正 Ｓ５１ 

村山 茂昭 Ｓ５１ 圓城寺一雄 Ｓ５２ 矢野 義春 Ｓ５２ 石井 光人 Ｓ５３ 

鈴木 茂実 Ｓ５３ 塚本 学 Ｓ５３ 藤井  隆 Ｓ５３ 大久保 斉 Ｓ５４ 

山中 一憲 Ｓ５４ 金親 浩彦 Ｓ５５ 平山 真一 Ｓ５５ 依田 正之 Ｓ５５ 

小田 直子 Ｓ５５ 奥村 武広 Ｓ５６ 麻生 辰浩 Ｓ５８ 山田 善造 Ｓ５８ 

勝又 宏 Ｓ５９ 佐藤 秀明 Ｓ５９ 佐方 俊幸 Ｓ６０ 生形 知久 Ｓ６１ 

久保田 聡 Ｓ６２ 内田 朝雄 Ｓ６３ 相馬  功 Ｓ６３ 今村 良孝 Ｈ０１ 

牛川 孝正 Ｈ０１ 海老原 淳一 Ｈ０１ 木下 俊英 Ｈ０１ 高橋 慎一 Ｈ０１ 

玉田 隆之 Ｈ０１ 村山 英樹 Ｈ０１ 矢島 浩義 Ｈ０１ 日下部幸夫 Ｈ０２ 

中尾 信一 Ｈ０３ 青木  貴 Ｈ０４ 平原  幹 Ｈ０５ 長谷川卓昭 Ｈ０８ 

櫻井悠紀子 Ｈ１０ 高山 真宏 Ｈ１１ 門間 太輔 Ｈ１１ 渡邊 裕樹 Ｈ１３ 

五十嵐 直人 Ｈ１４ 伊藤 晋平 Ｈ１４ 新井 宏治 Ｈ１５ 中村 達也 Ｈ１５ 

内田 知輝 Ｈ１６ 長谷川 祐紀 Ｈ１７ 飯塚 一路 Ｈ１８ 岩渕 健一 Ｈ１８ 

佐治 亮輔 Ｈ１８ 岩橋 一樹 Ｈ１９ 松本 貴宏 Ｈ１９ 花島 工真 Ｈ２０ 

伊ヶ崎哲平 Ｈ２１ 向後 貴大 Ｈ２１ 佐治 俊輔 Ｈ２１ 馬場 拓弥 Ｈ２１ 

深澤 達也 Ｈ２１ 渡部 亮 Ｈ２１ 秋山裕太郎 Ｈ２２ 関  亮太 Ｈ２２ 



原 潤一郎 Ｈ２２ 福井 貴恵 Ｈ２２ 飯尾 研人 Ｈ２３ 嘉瀬 尚弥 Ｈ２３ 

高橋 直樹 Ｈ２３ 大川 恭一 Ｈ２４ 藤崎 耀之 Ｈ２４ 阿部 巧 Ｈ２５ 

石塚 拓巳 Ｈ２５ 八田羽謙一 Ｈ２５ 岩井 涼也 Ｈ２６ 秋山誠志郎 Ｈ２７ 

丹下 拓海 Ｈ２７ 乙部 滉陽 Ｈ２８ 坂口 貴哉 Ｈ２９ 増田 貴洋 Ｈ２９ 

真野 勇樹 Ｈ２９ 横沢 颯大 Ｈ２９ 高柳 周 Ｈ３０ 春山  怜 Ｈ３０ 

石井 達也 Ｈ３１ 上水流和輝 Ｈ３１ 木内 琳央 Ｈ３１ 野間口友哉 Ｈ３１ 

飯野 颯良 Ｒ０２ 大家 滉平 Ｒ０２ 齋藤 正貴 Ｒ０２ 須賀澤悠斗 Ｒ０２ 

髙𣘺 駿輔 Ｒ０２ 安田 悠真 Ｒ０２ 和田 宗矩 Ｒ０２   

 


