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[名誉会員] 相吉 悠治 浅石 和昭 阿曽 佳郎 阿部 令彦 阿部 力哉 
 

泉雄 勝 今井 常夫 今村 正之 大川 順正 岡田 清己 

 小原 孝男 覚道 健一 加藤 良平 金澤 曉太郎 兼松 隆之 
 

木下 文雄 木村 理 久保 敦司 郡 健二郎 小西 淳二 
 

坂本 穆彦 櫻井 健司 佐々木 巖 島崎 淳 清水 一雄 
 

園尾 博司 高木 弘 高見 博 竹之下 誠一 土山 秀夫 

 寺地 敏郎 冨永 芳博 中田 瑛浩 永原 國彦 成瀬 隆吉 
 

廣川 満良 舟橋 啓臣 松田 公志 的場 直矢 宮内 昭 
 

村井 勝 湯本 英二 吉田 明   
 

[特別会員] 相羽 元彦 相吉 悠冶 赤阪 雄一郎 阿部 哲夫 天野 定雄 
 

飯野 佑一 井口 正典 池田 正 石井 俊昭 石垣 實弘 
 

石川 浩 石田 常博 石田 茂登男 伊豆蔵 正明 伊藤 悠基夫 
 

稲治 英生 井原 英有 岩瀬 弘敬 岩永 剛 上田 昭一 
 

牛尾 浩樹 内田 久則 大石 幸彦 大内 清則 大内 憲明 
 

大下 和司 大西 清 岡島 英五郎 緒方 徹 岡田 昌義 
 

長村 義之 加古 健 河西 信勝 春日 好雄 片桐 誠 
 

金子 源吾 金武 洋 狩野 健一 川内 章裕 菊地 惇 
 

菊地 宙恵 岸本 誠司 木下 健二 久保田 光博 栗原 英夫 
 

呉 吉煥 黒木 祥司 桑野 博行 小出 卓生 小関 萬里 
 

小林 彰 小林 薫 小林 哲郎 呉屋 朝幸 斉藤 泰 
 

櫻井 一生 佐藤 康幸 芝 英一 代田 廣志 水渡 哲史 
 

杉野 圭三 鈴木 康紀 曽和 融生 髙橋 眞二 高橋 弘昌 
 

高橋 良和 高屋 潔 瀧原 博史 武市 宣雄 竹内 眞一 
 

竹内 元一 田島 知郎 谷村 弘 多米 英介 多羅尾 信 
 

辻 祐冶 露口 勝 東泉 東一 東間 紘 土肥 雪彦 
 

友田 幸一 鳥屋 城男 中井 亨 中尾 量保 中澤 英樹 
 

中村 宏 仲本 亜男 並木 健二 西嶌 渡 野口 昌邦 
 

野水 整 博多 尚文 畠 亮 東原 英二 比田井 耕 
 

福光 正行 別所 隆 細野 治 堀谷 喜公 牧内 正夫 
 

増岡 秀次 松塚 文夫 松本 修 道岸 隆敏 光山 昌珠 
 

三村 芳和 宮内 啓輔 宮原 裕 村上 三郎 八代 享 
 

八竹 直 山口 正人 横江 隆夫 横澤 保 綿谷 正弘 
      

 


