
会員リストと会費（H19)納入状況 2007/12/17　　現在

no 会員番号 氏　名 no 会員番号 氏　名 no 会員番号 氏　名 no 会員番号 氏　名

1 s3301 志水　勝 50 s5301 安藤　道則 97 s6101 加藤　忍 144 h1601 平野　智裕

2 s3802 小原　茂之 51 s5302 五十嵐　豊嗣 98 s6107 松原　明宏 145 h1701 朝羽　元気

3 s3902 石倉　昌芳 52 s5303 大岩　照宜 99 s6109 三宅　武寿 146 h1702 水野　高志

4 s4001 井上　智次 53 s5304 柴田　誠公 100 s6111 山田　茂裕 147 h1703 村井　辰旨

5 s4002 近藤　計 54 s5306 田中　英次 101 s6209 服部　隆幸 148 h1704 大原　誠士

6 s4003 澤木　良次 55 s5307 深見　浩 102 s6302 熊谷　慎太郎 149 h1705 松原　和也

7 s4004 長繩　健彦 56 s5308 福田　裕文 103 s6303 志水　慎治 150 h1706 堀田　昌志

8 s4005 宮田　稔男 57 s5309 松林　雅幸 104 s6307 三輪　哲也 151 h1710 杉原　亜紀

9 s4102 今泉　三郎 58 s5310 水野　泰宏 105 s6308 弓矢　慎一 152 h1711 山田　紗弓

10 s4103 川口　幸三 59 s5311 森部　一夫 106 s6309 横井　忠範 153 h1801 小澤　一馬

11 s4104 鈴木　貞徳 60 s5312 山田　健夫 107 s6311 米原　浩 154 h1802 古閑　慎太郎

12 s4105 鶴田　清 61 s5401 青山　功 108 s6312 若山　尚也 155 h1803 牧　聖

13 s4201 岡部　快圓 62 s5404 倉見　浩光 109 s6313 横　貴子 156 h1806 佐合　貴丸

14 s4202 古橋　竹文 63 s5405 後藤　義和 110 h0104 瀬川　英二 157 h1807 秋山　直亮

15 s4203 坂口　洋次 64 s5406 中崎　徹 111 h0105 原口　潤一 158 h1808 岡本　遼

16 s4204 山田　勉 65 s5407 平野　雅之 112 h0214 大門　陽子 159 h1810 岩村　冬樹

17 s4403 芳田　高靖 66 s5408 水野　陽介 113 h0303 清水　彰子 160 h1811 川本　悠久

18 s4404 伊貝　信義 67 s5409 山森　則彦 114 h0304 志水　雅幸

19 s4502 河田　弘 68 s5410 広瀬　祐子 115 h0307 磯村　昌彦

20 s4602 橋本　隆 69 s5501 佐原　正浩 116 h0309 鷹野　慎一

21 s4603 廣瀬　恵紀 70 s5503 坪井　彰 117 h0310 永井　将太

22 s4706 林　周治 71 s5508 山田　徹 118 h0401 赤松　秀幸

23 s4803 金田　隆男 72 s5509 山本　悦晶 119 h0412 名倉　昌孝

24 s4804 川口　久之 73 s5510 山田　希重 120 h0415 服部　健治

25 s4806 成田　知徳 74 s5602 加藤　淳一 121 h0502 浦瀬　久遠

26 s4808 久松　市吾 75 s5606 河田　弘重 122 h0503 加藤　啓

27 s4812 爾見　正樹 76 s5702 木下　辰培 123 h0507 村松　裕久

28 s4905 武田　昌之 77 s5703 鴻野　剣二 124 h0701 天野　仁志

29 s4907 村瀬　英晃 78 s5704 長坂　雅英 125 h0705 高木　宏基

30 s5003 植竹　芳裕 79 s5705 水谷　桂 126 h0706 川嶋　鮎子

31 s5005 大内田　眞悟 80 s5707 山本　孝 127 h0708 西村　真

32 s5008 加藤　道夫 81 s5708 山本　隆志 128 h0709 服部　孝介

33 s5015 日比野　鉄蔵 82 s5801 阿知波　正剛 129 h0711 原田　拓

34 s5016 安江　治彦 83 s5802 宇井　正弘 130 h0901 鵜飼　峰昭

35 s5017 山崎　裕児 84 s5803 江上　光徳 131 h0902 大脇　健

36 s5102 太田　肇 85 s5804 岡島　尚康 132 h0903 小笠原　史

37 s5107 森　雅計 86 s5805 佐野　裕嗣 133 h0904 木村　友彦

38 s5108 中島　靖浩 87 s5806 野原　常靖 134 h0905 橘　亮

39 s5201 磯部　行男 88 s5809 渡辺　法美 135 h0907 蜂須賀　浩康

40 s5203 小松原　康平 89 s6001 伊藤　信行 136 h0908 水越　彰洋

41 s5204 大塚　勉 90 s6003 大竹　聖治 137 h0910 山本　剛史

42 s5205 大原　雅彦 91 s6004 岡田　達幸 138 h1201 濱千代　崇

43 s5206 蔭山　昌弘 92 s6005 尾野　悟 139 h1205 細田　章

44 s5207 鬼頭　秀明 93 s6006 崔　尚均 140 h1208 畠中　聡子

45 s5208 木野　泰久 94 s6009 田島　健吾 141 h1410 堤　　藍子

46 s5211 西村　伸一 95 s6012 内藤　邦将 142 h1501 大野  正樹

47 s5212 溝口　裕章 96 s6013 橋本　さとる 143 h1508 後藤  真人

48 s5213 米田　健一

49 s5215 佐々　大

着色は今年度会費納入者 メール連絡 70 ／136 51.5%
郵便連絡 11 ／024 45.8%

計 81 ／160 50.6%


