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浅葉　幸雄 番場　克己 藤田　　武 本郷　一雄 北山　武士 永井東太郎 角田　則郎 馬渡　和彦

五十嵐武美 池田　秀雄 井上　祐一 石井　勇二

岩崎　一男 桐ヶ谷政甚 北山　武士 真木　英一

1977 馬渡　和彦 中村  英世 永井東太郎 野田　和彦

～ 岡田　忠男 大貫　耕造 織茂　光芳 山王　勇造

1978.6.30 沢谷　　勉 椙山　榮一 杉山誠一郎 高木　一次

刀禰　格三 角川　和義 角田　則郎 渡辺　孝照

山森　希典 横田　文夫 吉国　康晶 萩原　四郎

三橋　仁男 増田　浩二 鈴木　孝一 (35) (4)

1978.7 .1 加藤　英一 馬場　和彦 小倉　哲郎 大久保正道 野田　和彦

～ 山崎　　潔 中村　　淳

1979.6.30 鈴木　立也 山田　英世 (9) (1)

1979.7. 1 前田　一輝 宮井　和重 倉田　章一 杉山　勇雄 吉国　康晶 横田　文夫 馬渡　和彦 池田　秀雄

～ 加藤　英一 中村　　淳 大貫　耕造 椙山　栄一

1980.6.30 (4) (8)

1980.7. 1 斉藤　茂雄 荻野　隆司 古木　四孝 牧浦隆太郎 本郷　一雄 椙山　勇雄

～ 臼井　　尚 内藤　嘉一 栗原　正行

1981.6.30 (7) (3)

1981.7. 1 添田　久男 田辺　　洋 内出　洋道 加藤　時男 栗原　正行 添田　久男 宮井　和重 中村　英世

～ 大久保正道

1982.6.30 (4) (5)

1982.7. 1 佐藤　直樹 小関　孝雄 兼村　幸夫 一色　　益 山森　希典 加藤　時男 兼村　幸夫

～

1983.6.30 (4) (3)

1983.7. 1 大橋　昭夫 島田　敏孝 長岡　謙司 佐久間昭好 倉田　章一 高木　一次 牧浦隆太郎 山田　英世

～ 栗山　正男 浦田　　星 臼田　一路 一色　　益 浦田　　星

1984.6.30 (7) (6)

1984.7. 1 小原　安雄 川辺　　務 荒木　　清 沢谷　　勉 増田　浩二 佐藤　直樹

～

1985.6.30 (3) (3)

1985.7. 1 保坂　秀和 岸本　潤一 仁平　重明 樋口　正雄 長岡　謙司 栗山　正男 斉藤　茂雄

～ 菱沼　正喜 渡辺　重博

1986.6.30 (6) (3)

1986.7. 1 阿部　清一 鈴木　弘明 山田　　章 小網　健一 仁平　重明

～ 長岡　謙司 掛田　侑男 下田基吉志 菊池　浩二

1987.6.30 (8) (1)

1987.7. 1 長谷川　武 保坂　秀和

～

1988.6.30 (1) (1)

1988.7. 1 岡　　　昭 永井不士男 荒木　　清

～

1989.6.30 (2) (1)

1989.7. 1 川口　伸一 北詰　　博 高津　詔一 若松　明弘 菊池　浩二 渡辺　孝照

～

1990.6.30 (4) (2)

1990.7. 1 小野　辰夫 加島　光一 湊　　栄一 長谷川　武 前田　一輝 若松　明弘 浅葉　行雄

～

1991.6.30 (3) (4)

1991.7. 1 中野誠一郎 栗林　正雄 小野　善信 小野　辰夫 阿部　清一 川辺　　務

～

1992.6.30 (3) (3)

1992.7. 1 菊島　正敏 渡辺　由雄 坂本冨士和 臼井　功次 内藤　嘉一 岩崎　一男 山崎　　潔 佐久間昭好

～ 浅田　力造 小牧　儿吾 岡　　　昭 荻野　隆司 高津　詔一

1993.6.30 (6) (7)

1993.7. 1 石黒基一郎 栗田　秀樹 高木　公寛 横井　隆志 栗林　正雄 小原　安雄 山田　　章 小牧　儿吾

～ 熊谷　良一 木川　典之 杉山誠一郎 中野誠一郎

1994.6.30 (6) (6)
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1994.7. 1 加藤　幸夫 早坂　茂樹 石黒　幸雄 坂倉五佐男 臼田　一路 菊島　正敏 番場　克己

～

1995.6.30 (4) (3)

1995.7. 1 六馬　健雄 宮本　清志 西田　金忠 五十嵐武美 島田　敏孝 織茂　光芳 下田基吉志

～ 加島　光一 臼井　　尚 桐ヶ谷政甚 長岡　謙司

1996.6.30 (3) 臼井　功次 (9)

1996.7. 1 高木　角次 吉岡　　晟 飯塚　英正 椙山　榮一 石黒基一郎 湊　　栄一 小倉　哲郎 六馬　健雄

～ 鈴木　　誠 五十嵐康之 嘉山　照正 熊谷　良一 木川　典之 吉岡　　晟 樋口　正雄

1997.6.30 (7) 加藤　幸夫 坂本冨士和 (10)

1997.7. 1 伊澤　　晃 川原　　薫 綿谷　　透 森　　勇人 高木　公寛 北詰　　博 鈴木　　誠

～ 税所　昭南

1998.6.30 (5) (3)

1998.7. 1 竹内　哲一 飯塚　英正

～

1999.6.30 (1) (1)

1999.7. 1 可児　次郎 古木　四孝 小関　孝雄 税所　昭南 早坂　茂樹

～ 川口　伸一 岸本　潤一

2000.6.30 (1) (6)

2000.7. 1 大堀　泰男 小山田仁己 竹島　正毅 井上　錬勝 五十嵐康之 石黒　幸雄 川原　　薫 竹内　哲一

～ 可児　次郎 内出　洋道 高木　角次

2001.6.30 (4) (7)

2001.7. 1 片山　軍二 高橋　隆一 西塚　五郎 藤原　康平 伊澤　　晃 田辺　　洋 渡辺　由雄 萩原　四郎

～ 渡辺　佑一 岡田　忠男

2002.6.30 (5) (5)

2002.7. 1 海平　拓夫 待場　　浩 浅田　力造 大堀　泰男 竹島　正毅 横井　隆志

～ 小山田仁已

2003.6.30 (2) (5)

2003.7. 1 坂本　喬彦 折笠　仁志 大越　郁男 栗田　秀樹 井上　錬勝 刀禰　格三 山王　勇造

～ 鈴木　立也 小網　健一 待場　　浩

2004.6.30 (3) (7)

2004.7. 1 山本　有紀 安田　　治 蛭田真都城 石井　勇二 椙山　榮一 渡辺　重博 綿谷　　透

～

2005.6.30 (3) (4)

2005.7. 1 坂倉五佐男 高橋　隆一

～

2006.6.30 (0) (2)

2006.7. 1 髙野　正美 斉藤　　透 大越　郁男 掛田　侑男 鈴木　弘明 角川　和義

～

2007.6.30 (2) (4)

2007.7. 1 山本　有紀 藤原　康平

～

2008.6.30 (0) (2)

2008.7. 1 新中　宗光 斉藤　　透 渡辺　佑一 海平　拓夫 小野　善信

～ 片山　軍二 蛭田真都城 髙野　正美

2009.6.30 (1) (7)

2009.7. 1 小関　正剛

～

2010.6.30 (1) (0)

2010.7. 1 嘉山　照正 小関　正剛 鈴木　孝一

～

2011.6.30 (0) (3)

2011.7. 1

～

2012.6.30 (0) (0)

出席免除会員 藤田　　武 井上　祐一 西田　金忠

（４名） 三橋　仁男
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