
鹿子田安信 児玉　英子 森　達也 平田　茂

三浦　隆 山口　堯 志村　茂 平田　恵子

横田　潔 渡辺　睦男 谷川　和洋 池上　晃司 仁平　浩司

上原　正雄 洞内　勝昭 河東　達記 名取　正文 工藤盛未知

辻　要 福田　守 佐野　和男 中里美和子 廣瀬　賢一

岩村　秀立 地崎　輝夫 竹内　栄二 池田　茂則 池永　宜史

豊田久美子 新井　美紀 甕　隆一 佐藤　学 清水　弘文

濱端　敏雄 北澤　巧一 佐藤　喜男 藤原　道夫 池田　孝弘

田中　信祐 桜井ひろ子 大戸美智代 湯山　孝浩 高橋　一能

後藤　孝芳 小松　俊雄 池　栄子 林　裕太 金子　弘明

木村　益夫 柳沢　昭一 根岸　芳己 久保田相子 林　成行

樋口　悦男 豊田　一男 福井　康夫 古井　正雄 高畑　大輔

早坂　政江 西村　和雄 宝槻　辰三 我妻　孝勇 川上　清高

深瀬　美夏 熊谷　正隆 弦木　栄一 井上　篤史 羽田　高

田島　敏昌 宍戸　光男 森田　光雄 小原　治夫 原口　治

小塩　登 高橋　朝子 佐藤　明美 佐藤　邦子 木村　嘉代

浅村　泰生 長田　守 大手　貞夫 山口　千森 伊東千枝子

笹平　佳治 小林　淳一 野口　泉 中島　勉 河合　隆充

中根　眞介 河野　敬子 若林　敏彦 傳田　優希 砂川　一成

直井　俊介 伊藤太加志 渋谷　将史 宮島　真吾 大貫　和寿

清水　俊彦　 山本　孝 平林　浩文 熊谷　誠 大貫　篤志

山中　秀観 野口　正隆 井上　昌則 織田大原秀司 大貫　光枝

武智　徹志 新井　貞雄 宮川　勉 佐々木光男 金指　昌芳

小宮　和久 梅沢　勝弘 石川　一弥 清水　智幸 山本　浩也

姉崎　但史 野口　眞次 佐野千鶴子 宮脇由美子 山本恵理奈

高橋　聖二 武下　成秀 中西　路男 宮嶋　重雄 日下田由起子

菅野　三寿 太田　淳 佐々木よね子 今西　直幸 安田　康二

葵　紀生 渡邊　浩 乙黒　緑 佐々木銀次 床井　勝兄

佐藤　晋 野尻　大樹 森川　雅巳 林　晴雄 浅野　純

安永　隆喜 斉藤　進 馬留　久志 平田　和美 大山　寿則

遠藤　二男 小林　和男 田寺　洋好 風間　博美 田中　ミツ

古守　輝行 小山　博三 竹田　満 河上　江子 松浦　照美

下野　忠良 柳澤　一昭 竹田佳奈子 阿部　潤一 星原　弘明

滑川　広海 古川　留男 阿曽　敏男 山下　健二 溝口　行夫

松本　忠 宮田　肇 小此木俊夫 黒瀬富美人 菊池　克明

三嶋　菊二 井沢　好春 岩橋　幸城 黒瀬　壮一 松橋　登勢

阿部　哲也 柴田萬治朗 高橋　勝己 金井　拓也 池田　保子

清水　英一 内藤　良弘 東原　義昭 安田　栄彦 石塚　賢一

池田　浩榮 田口　里美 若山　稔 木村　勉 田中　孝子

大野　定廣 長友東亜子 安田　拓矢 近藤　俊樹 相川　智治

菅野　賢司 落合　良子 加藤　肇 吉田　義信 高橋まゆみ

朝倉　勇七 宮村　法子 細野　義昭 神田真由美 木村　絢子

大山　満 清水　長吉 三堀　明男 丹治　義則 須藤　静江

森田　秀子 高橋　政一 石井　雄也　 木竜　和美 長澤　貴志

森田　彰禧　 守島　健二 伊藤　豊 伊東　純一 大場　藤江

小滝　泰昭 小嶋　光政 清　純一 小沼　和弘 佐藤　浩

飯島　一茂 沼田　京子 河原　生弥 渡辺　義美 松本　大地

杉崎　慶朗 小谷野正雄 高木　登喜 五十嵐喜恵子 小笠原政之

東日本

今年も皆様の温かい応援ありがとうございました。

２０２１年も皆様と一緒に頑張りますので宜しくお願い致します。

２０２０年度ＪＬＢＣサポート会員の皆様



小川　保子 目黒　義弘 大水多美治 仲田　明子 加藤　浩一

桜井　威 佐藤　哲也 半田　由信 上原　雅彦 八木　啓一

蔭山　彰一 清水有美子 本田　清二 岩井　康雄 押田　秀雄

柳沼　誠 中島　康太 安藤　安志 野﨑　豊 草木　利昌

井上喜久夫 相原　尚子 佐々木重徳 渡辺　福寿 鎌形　義則

仲田　和子 舘山　詔夫 石井　美穂 石井　秋男 金子　和夫

相田　清 雨ノ宮久則 村越はるよ 田代　高明 小林せつ子

野々田尚実 中村　学 柳生佐智子 石﨑　翔平 貝谷　和秋

笹森　玲子 苅田　良雄 植田　公之 月井　利美 湯田　宏一

西村　淳 藤原　正幸 安藤　賢次 長　信之 湯田　知子

山内　國彦 大用　智雄 安藤　幸子 稲葉　利雄 鈴木　俊汰

遠藤　嘉幸 佐藤　泰二 羽田　欽次 野澤　正義 手塚　泰

今西　廣一 加藤　正一 山岡　祥郎 福地　英明 薬袋　直子

西條比呂明 中村富美子 松澤　隆 春日　崇志 松木　千春

大澤　剛央 辰野美和子 廣瀬ちなみ 平野　雄一 笹島新太郎

仲田　一明 阿部　芳之 緑川　一郎 芝間　祥行 後藤あずさ

鈴木　勝明 渡辺　和夫 木村　泰雄 小谷　敏之

松原　敬一 金沢　卓哉 伊香　正行 川崎　克己 宮崎奈良枝

中井　龍夫 坂本　茂紀 泉谷　謙治 式地　数一 千木　辰巳

坂本　貞三 大平　幸春 東海　信昭 林　恭弘 中村　繁伸

田中　正己 清水　健一 東田　直樹 髙木　将樹 細川　和彦

吉田日出夫 多村　祐一 前田　真宏 橋本　京子 城本　春子

渡辺　喜治 岸田　良平 浅沼幸二郎 竹島　純子 安原　真治

沼島　義治 塩谷　隆司 柴岡　邦雄 中村　英子 上本　博之

東　義高 岡崎　敏行 尾倉　哲也 山田　恵子 山中　勇二

原　良和 川崎　重春 大槻　龍男 山下　清美 門田　崇聖

岩脇　健人 福嶋　隆 西本　力 水頭美恵子 山本　透

川﨑　義男 桂田　吉一 武安　巌 栗塚　真弓 塩田　弥生

岡崎　力 名倉　宗男 織田　信 河合　芳江 水野　貴文

三谷　和夫 森下　繁 阪本　伸司 金子　貞恵 高野　道夫

山長　和磨 橋本　定吉 辰己　勝美 山口　純子 金子　善雄

平岡　勝人 柿原　昇 岡　恵之 明賀　正一 中西　和久

清家　康弘 葛原　朝男 山下　孝司 宮内　邦広 鳥羽　一郎

古舘　隆 夏梅　哲夫 高橋　正 竹中真弓美 井上　和房

長浜　積 高島　浩 田渕　裕章 石垣　泰伸 正木　知幸

佐藤　荘二 宮下　則之 大越　淳子 石垣　孝子 松本　良富

関本　有功 蓑輪　義人 薬師寺史明 山田　孝幸 田中　賢治

𡈽𡈽谷　栄二 山本　高大 西村　信一 多谷　良洋 櫻井　宏和

宮本　清 清水　啓充 松山　靖史 原田　進 北村　大樹

山際　義人 植野　亨 河崎　広伸 苅田健太郎 十文字　利夫

宮本　研司 木村新冶郎 江原　翼 宮谷　雄太 関谷　彰

多田　孝一 日下部昭彦 釣井　誠 森　勝利 上村　悟

西垣　貢 土井　吉冶 峠　伸一 高橋　忠宏 豊永　朋也

松田　和枝 堂元　孝修 井上　政則 藪　芳朗 川勝　利恵

吉岡　正雄 勝山　昭文 藤居　繁樹 東嶋　カヲル 浅野　弘亮

太田　英夫 山下　進 小川　邦子 寺山　導子 藤関　治清

木口　栄二 北岡　貴人 西浦　伸浩 北岡　侑子 岩沼　明子

牧野　勇二 川合　義孝 炭井　俊人 豊永　正界 永野　智朗

柳本　進 谷野　光男 西木　哲也 竹村　頼行 山本　温子

中村　光徳 川上　正司 安田　和彦 川口　正彦 大庭　弘義

西日本



杉生　光宏 川上　リエ 竹内　洋子 大野　和年 太田　隆史

関谷　武夫 江口　彰 溝畑美津子 深町　悦久 渡辺　多恵

大橋　一雄 北村　忠 堅上　正邦 深町美知子 越智　達朗

酒井　三徳 三好　範弥 木下　慶一 高橋　孝好 中井　武士

中尾　一行 村上　功晃 園田　義春 小野　徹 宮本　正昭

田中　等 橋本　拓也 吉田　政信 森　理布 森下　輝一

中井　崇雄 川北　孝彦 徳岡　英司 山野　節子 新坂　絹子

大石　一寿 坂本　一博 清水　昇 菊田　江里 大松　広樹

水田　勉 柴村圭二郎 大崎　健司 足立　晃裕 吉川　竜矢

横田　隆 山本　勝利 大崎　美保 松田　富彦 梅原　秀夫

小野　幸造 多々良英矢 谷岡　昌子 古屋舗英雄 松崎　勝喜

中越　勝美 河野雄一郎 田地　信一 北口　勇治 松崎　和子

西野　博 馬渕　浩二 長澤　善晴 山口　洋子

以上５５２名

敬省略

（会員Ｎｏ順）
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