
令和3年度会費納入者 一覧 令和3年9月19日現在
コンビニ払いのみ8/5現在です

本21 本21杉浦弘

大1
大2 大02鹿野磯夫* 大02堀田一幸
大3 大03井箟英之
大4 大04祖父江清治 大04河野洋久 大04近藤勇雄 大04内藤和秀 大04石井正樹*
大5 大05近藤実 大05國島忠雄 大05高橋亮三 大05清水有* 大05森田收
大6 大06岩田修司 大06石橋政雄 大06伊與正道 大06七里年昌*
大7 大07河村実鏤 大07長谷川富三大07橋本英一郎大07清俊三 大07高梨勲 大07坂清司*
大8 大08木村芳夫 大08山本文雄 大08三浦功竝 大08吉田正克
大9 大09清水一冶 大09坂東史雄 大09大西敏隆*
大10 大10鷲見公嗣 大10上原信彦 大10間瀬俊彦 大10大野眞一*
大11 大11内藤嘉美 大11小林雍正 大11赤坂郁昌 大11浅野幹郎 大11石野正義
大12 大12国立徹 大12榊原昌夫 大12山田義博 大12水野浩*
大13 大13角井正澄 大13後藤一而 大13加藤嘉隆 大13加藤宗作 大13福田勇夫 大13酒井盛雄

大13加藤公男 大13倉坪和久* 大13尾形榮一*
大14 大14奥谷弘和 大14森崎敏男 大14石倉雅夫 大14市川弘幸
大15 大15服部憲昌 大15村瀬英己* 大15吉田稔* 大15松坂光八郎 大15杉山皓造
大16 大16蜂須賀聰太
大17 大17簗瀬悠紀夫 大17青山政弘*
大18 大18山下松志 大18勝野良信 大18利岡明憲
大19 大19加藤満 大19沓名隆夫* 大19外山哲男* 大19山口郁夫* 大19春木隆助*
大20 大20天野雅裕 大20原田准次 大20鹿住誠 大20小林耕士 大20服部壽恵廣

大20石井和敏* 大20板谷憲治* 大20山口隆* 大20伊藤恵治*
大21 大21岩田滋男 大21杉谷哲夫 大21西松優 大21村山明司* 大21山内薫*
大22 大22脇田秀昭 大22野寺賢二 大22横井茂利 大22今井田昭三*
大23 大23鈴木均 大23山本守 大23冨田修 大23稲垣信也 大23小田切純子 大23太田昭憲

大23太田孝夫* 大23大山能孝* 大23山内佳紀*
大24 大24後藤佳良 大24安達誠二 大24梛野誠 大24森幹宏 大24近藤一菜* 大24吉田誠*
大25 大25加藤己信 大25村越勝美 大25遠藤稔 大25新美元博 大25児玉正治 大25片岡嘉幸* 大25榎本尚哉

大25加藤太伸 大25野々山德雄大25鈴木幸一 大25伊藤広之 大25林健一 大25三矢誠*
大27 大27服田尚史 大27山本吉男 大27高橋毅 大27浜中準史* 大27伊藤博樹*
大28 大28前田昭二 大28兵藤光司 大28牧野博和*
大29 大29山内修一 大29前野正記 大29石川智里 大29兼松賢 大29舟橋和則

大29手島浩平 大29水野潔 大29今尾文明 大29田中弘司* 大29荒木俊雄
大30 大30塚本浩三 大30平田三郎 大30可児康春 大30久田寿一 大30村田和弘

大30石原康行 大30小木曽郁也大30澤木享弘* 大30落合睦司* 大30岸泰志
大31 大31寺西基治 大31堀洋一 大31浅井哲哉 大31磯村潔 大31苅谷健 大31井垣雅文 大31高橋孝治 大31陣内純

大31内田誠 大31川瀬敏裕 大31橋本衞 大31渡部亨 大31山田康博* 大31安藤久 大31鈴木修 大31吉田直人
大32 大32杉田忠夫 大32酒井宏 大32河辺昭宏 大32目時義通 大32倉田弘継*
大33 大33鬼頭健吾 大33坂野政信 大33石原弘雄 大33波多野信也 大33長谷川裕一 大33横井隆幸* 大33城所真男 大33鈴木俊彦
大34 大34大澤嘉幸 大34重松正彦 大34田辺幸雄 大34田中直樹 大34丹羽宏和
大35 大35服部浩二 大35赤川忍 大35石川隆
大36 大36小川千尋 大36永井尚徳 大36三澤幸一
大37 大37渡邉忠守
大38 大38伊藤佳師 大38中川央 大38柴田尊利
大39 大39山下利明
大40 大40近山明紀 大40末木智 大40後藤直樹 大40坂野晃
大41 大41奥村智博 大41内山尚也
大42 大42岩佐忠幸
大43 大43佐々木裕一 大43金澤清美
大46 大46鈴木雄吾
大47 大47庄古延寛
大48 大48山口貴裕
大49 大49中澤良次 大49白井達也*
大50 大50挽内健児 大50中川雄志
大54 大54梅田有加 大54肥田茂之
大57 大57石黒達也 大57池田樹哉* 大57土屋敦史
大58 大58井上真吾
大61 大61大野義浩 大61周防健翔 大61西平健太
大62 大62酒匂勇気
大65 大65山田悟史
大67 大67木野拓海 大67木野拓海 大67木野拓海
大69 大69長谷川正樹
短7 短07髙見迪夫 短07長谷川信三*
短8 短08福山昌男*
院2 院02川地正章
院5 院05米澤正治
院9 院09表野宏和*
院15 院15千喜良博
院41 院41今井綾乃
院46 院46土屋貴巨

【*】本会引落分
木野R1-R3 三年分含む 計　232名

70 50 42 31 23 9 4 3


