氏名（敬称略）

あ

合場敬子、間場寿一、青井和夫、青木正直、青木昌彦、青木玲子、青野幸平、青山秀明、赤木攻、我妻洋、赤林英夫、
赤林由雄、秋元律郎、明坂弥香、朝倉孝吉、浅子和美、浅沼萬里、浅野慎一、浅野智彦、芦田登代、明日香寿川、麻
生誠、安立清史、安達貴教、新睦人、跡田直澄、 姉川知史、安部一成、阿部顕三、 阿部武司、阿部修人、安部由起
子、天野郁夫、天野正子、天野昌功、雨宮健、鮎川潤、新崎盛暉、荒渡良、蘭信三、有賀健、有村俊秀、安藤喜久雄、
安道知寛、井伊雅子、飯尾要、飯島伸子、飯島康夫、 飯田剛史、家坂和之、井川一宏、井口富夫、池周一郎、池尾和
人、池田昭、池田新介、池田昌幸、ｱﾝｼﾞｪﾛ･ｱｷﾐﾂ･ｲｼ、石弘光、石井由香、石川晃弘、石川健、 石川滋、 石川城太、石
川経夫、石川竜一郎、石黒真吾、石田賢示、石田浩、石原章史、石原邦雄、石見徹、石渡茂、依田高典、伊丹敬之、板
谷淳一、 市井三郎、市田敏啓、市橋勝、伊藤公雄、伊藤邦雄、伊藤隆敏、伊藤秀史、伊藤元重、伊藤るり、伊奈正人、
稲上毅、稲田献一、稲場圭信、稲葉奈々子、犬塚先、井上詔三、井上芳保、猪木武徳、猪口孝、井深陽子、井堀利宏、
今井賢一、今井晴雄、今田高俊、入谷純、岩井克人、祝迫達郎、祝迫得夫、岩井紀子、岩井八郎、岩内亮一、岩城完
之、岩城秀樹、岩崎晃、岩﨑一郎、岩崎敬子、岩崎信彦、岩田規久男、岩田暁一、岩田真一郎、岩田考、岩田昌征、
岩壷健太郎、岩本康志、宇井貴志、ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･F･ｳｨｰﾗｰ、上河泰男、植草益、上島康弘、植田和男、上武康亮、上田貴
子、上野裕也、上原一慶、魚住明代、鵜飼孝造、鵜飼照義、宇沢弘文、潮木守一、牛丸聡、宇田川璋仁、 内田浩史、
宇南山卓、 鵜野公郎、 梅谷俊一郎、 梅村又次、ｴｽﾞﾗ･ｴｲﾆｰ、 荏開津典生、江崎光男、江原武一、江見康一、遠藤正
寛、大石亜希子、 大石奈々、大川一司、大日康史、大沢真知子、大塩俊介、太田誠、大瀧雅之、大竹文雄、大谷一
博、大津敬介、大塚啓二郎、大槻聰幸、大西昭、大西治男、大西広、大野裕之、大橋勇雄、大橋薫、大村英昭、大守
隆、大森裕浩、大和田滝惠、大湾秀雄、岡崎敬子、岡崎哲二、岡崎不二男、岡田章、岡田仁孝、岡田羊祐、岡村誠、小
川英治、小川一夫、小川一仁、小川光、小川真理子、小川玲子、翁邦雄、沖本竜義、奥口孝二、奥平寛子、奥田道大、
奥野信宏、奥野正寛、奥村隆、奥村綱雄、奥村隆平、小椋正立、小倉充夫、小佐野広、 尾嶋史章、小田正雄、尾高煌
之助、小田切宏之、小谷清、落合恵美子、鬼木甫、鬼塚雄丞、小野旭、小野桂之介、小野哲生、小野善康、尾山大輔、
恩地一樹、恩田守雄

か

貝塚啓明、 加古敏之、 笠原清志、 柏岡富英、 梶田孝道、 春日秀文、 嘉田良平、 片岡栄美、 片野彦二、 角一典、
加藤隆夫、加藤承彦、加藤英明、 加藤寛孝、 門脇厚司、 金崎芳輔、 金森久雄、 金菱清、金子勇、 金児暁嗣、 金子
隆、 金子守、 金子能宏、 兼光秀郎、 金本良嗣、 加納悟、 加納隆、 鎌江伊三夫、 釜江廣志、 釜田公良、 鎌田哲宏、
鎌田とし子、 上子武次、 上林千恵子、 上東貴志、 神谷和也、 神谷国弘、 亀井憲樹、 刈屋武昭、 河合正弘、 川喜多
喬、 川口康平、 川口大司、 川崎一泰、 川崎賢一、 川崎嘉元、 川田恵介、 河西宏祐、 川野英二、河端瑞貴、川端
康、 川又邦雄、 河村望、 神取道宏、菊谷達弥、 菊地徹、 菊地真理、 菊地美代志、 岸智子、 岸本哲也、 岸本裕一、
北尾早霧、 北岡孝義、 北坂真一、 木谷忍、 北村行伸、 橘川武郎、 城所幸弘、 木下和夫、 金太鍾、 金明中、 木村
邦博、 木村福成、 木本喜美子、 清川雪彦、 清田耕造、権赫旭、 楠本捷一朗、 口羽益生、 国友直人、 国本隆、 久保
庭真彰、 熊谷文枝、 熊倉正修、 倉沢進、 倉澤資成、 倉林義正、 黒坂佳央、 黒崎八洲次郎、 黒田祥子、 黒田昌裕、
黒田誼、ﾛﾊﾞｰﾄ･ｹﾈﾗｰ、 ﾌﾗﾝｽﾜ-ｽﾞ･ｹﾞﾙ、小池和男、 小井土彰宏、 高阪章、 神代和欣、 小枝淳子、 腰原久雄、 児島
和人、 小島清、 小島健司、 小嶋大造、小関藤一郎、 Hans Werner Gottinger、 後藤晃、 後藤潤、 小西砂千夫、 小西
唯雄、 小西秀樹、 小林盾、 小林照義、 小林甫、 小林正人、 小林好宏、 小原美紀、小平裕、 駒井洋、 近藤絢子、 近
藤健児、 近藤正規、 近藤康之、 紺野友彦

さ

蔡大鵬、西郷浩、西條辰義、斎藤謹造、斉藤都美、斎藤慎、齋藤誠、斎藤優、斎藤光雄、齊藤康則、齊藤有希子、趙来
勲、坂下昇、坂本佳鶴恵、 作道真理、 佐久間孝正、 櫻井厚、櫻川昌哉、佐々木公明、 佐々木尚人、佐々木啓明、
佐々木宏夫、佐々木勝、佐々木陽一郎、佐々波楊子、佐竹正夫、定道宏、佐藤郁哉、 佐藤和夫、 佐藤恭子、 佐藤健
二、 佐藤勉、 佐藤正広、 佐藤主光、 佐藤嘉倫、 佐藤慶幸、 佐野勝男、 佐野晋平、佐野潤子、佐野陽子、 佐和隆
光、塩路悦朗、 塩野谷祐一、 宍戸善一、 志田基与師、 七條達弘、 篠塚英子、 篠塚友一、 篠原総一、 篠原千佳、 篠
原三代平、 斯波恒正、 柴田愛子、 芝田隆志、 柴田裕通、 柴田裕、 嶋崎尚子、 島田晴雄、 清水克俊、 下村和雄、
徐正解、 鍾非、 庄司興吉、 白崎護、 白旗慎吾、 新熊隆嘉、 神事直人、 新庄浩二、 新堀通也、末廣英生、菅澤翔之
助、菅澤貴之、菅原友香、 杉之原寿一、 杉山武彦、 壽里茂、 鈴木克彦、 鈴木廣、 鈴木正仁、 鈴木通雄、 鈴木幸
寿、 鈴村興太郎、 首藤恵、 砂川武貴、 隅田和人、 駿河輝和、関清秀、 関口末夫、 関口格、 関根敏隆、関本昌秀、
芹澤成弘、 千田有紀、相馬直子、 袖井孝子、 園田恭一、 園田茂人、 園部哲史

た

醍醐聰、 大東一郎、 田尾雅夫、 高木新太郎、 高木保興、 高久玲音、 高瀬武典、 高田しのぶ、 高橋明善、 髙橋修
平、 高橋一、 髙橋史子、 高林喜久生、 高見澤秀幸、 高山憲之、 竹内憲司、 竹内洋、 竹内恵行、 竹岡敬温、 武川
正吾、 武田尚子、田嶋淳子、 田代和生、 田近栄治、 橘永久、 橘木俊詔、 辰巳憲一、 立岩真也、 蓼沼宏一、 帯刀
治、 田中勝人、 田中聡史、 田中辰雄、田中茉莉子、田中靖政、 田並尚恵、 ﾀﾞﾆｴﾙ・ﾏﾙｼｬﾚﾂ、 谷本雅之、 玉岡雅之、
玉野井芳郎、 田村紀雄、 樽本秀樹、 太郎丸博、 丹野清人、陳香如、中馬宏之、佃良彦、 辻泉、 辻正次、 辻井博、
土田英雄、 土屋圭造、 筒井美紀、 筒井義郎、 堤孝晃、常木淳、恒吉僚子、坪内良博、都留重人、都留康、敦賀貴
之、霍見浩喜、出井文男、手塚和彰、寺井公子、寺崎康博、寺西重郎、寺本益英、寺本義也、 照山博司、遠山祐太、
鴇田忠彦、得津一郎、戸田裕之、戸田泰、戸谷修、外木暁幸、土場学、冨浦英一、冨田光彦、富永健一、友枝敏雄、豊
田敬、 豊田利久、 ﾀﾞｲﾓﾝ･ﾄﾞﾗﾓﾝﾄﾞ、 鳥居泰彦、 鳥越皓之
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な

内藤莞爾、 直井優、 中久郎、仲修平、中内恒夫、 中兼和津次、 中川雅貴、 中込正樹、 中沢敏明、 中島清貴、 中嶋
千尋、 永瀬伸子、 中田英樹、 中田喜文、 永田夏来、中谷巌、 中西聡、 中野秀一郎、 中林真幸、 中村愼一郎、中村
隆英、 中村保、 中村尚史、 中山和弘、 長山浩章、 波平勇夫、 成生達彦、 成田悠輔、 南部鶴彦、新飯田宏、 新津晃
一、 二階堂副包、 西川俊作、 仁科一彦、 西原和久、 西平重喜、 西藤洋、 西部邁、 西村和雄、 西村清彦、 西村理、
西村周三、 西村幸浩、 西山美瑳子、 似田貝香門、 二宮哲雄、 二瓶恭光、 丹羽春喜、沼崎一郎、根岸隆、 根津永
二、 根本宮美子、 根本二郎、野沢慎司、 能勢哲也、 野田知彦、 野宮大志郎、野呂芳明

は

橋本健二、 橋本満、 橋本優子、 長谷川かおり、 長谷川公一、 畠中道雄、 八田達夫、 服部正純、 花木伸行、 花薗
誠、 羽田新、 馬場弓子、 羽渕一代、 濱口恵俊、 濱田宏一、 浜田文雅、 羽森茂之、 早坂忠、 林吉郎、 林敏彦、 林
文夫、 林雅孝、 林基、 速水融、 速水佑次郎、 原千秋、 原ひろみ、 春名章二、 春山鉄源、 伴金美、東田啓作、 樋口
直人、 樋口美雄、 肥後和夫、 秀村選三、平井太郎、平岡公一、 開内文乃、平田英明、平野智裕、平森大規、平山健
二郎、廣瀬雅代、廣瀬康生、深井大幹、深尾京司、福岡正夫、福川信也、福重元嗣、福島隆司、福島淑彦、福田慎一、
福武直、福地純一郎、福地崇生、福山敬、藤井英次、藤井朋樹、藤川清史、藤田弘夫、藤野正三郎、藤本淳一、藤本
昌代、藤原翔、二木雄策、舩橋惠子、船橋晴俊、古川顕、古沢泰治、古田精司、不破和彦、宝月誠、星岳雄、細野薫、
洞口治夫、堀敬一、堀元、堀内昭義、ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾕｳｼﾞ･ﾎﾘｵｶ、堀川三郎、本多佑三、本間正明

ま

前多康男、牧厚志、正岡寛司、正木郁太郎、益田庄三、益田安良、松井彰彦、松浦保、松浦寿幸、松尾寛子、松岡亮
二、松川滋、ﾏｯｹﾝｼﾞｰ・ｺﾘﾝ･ﾛｽ、松下武志、松島法明、松島斉、松田苑子、松田芳郎、松林哲也、松林洋一、松原治
郎、松原洋三、松村敏、松村敏弘、松本昭夫、松本朋哉、松本通晴、松本康、馬奈木俊介、丸太隆、丸田利昌、丸山雅
祥、丸山義皓、萬成博、三重野文晴、三上和彦、三上剛史、三上芙美子、水野貴之、溝口敏行、三井清、皆川正、南亮
進、三野和雄、御船洋、宮内泰介、宮尾龍蔵、宮川公男、宮川努、宮越龍義、宮崎義一、宮崎元、宮澤和俊、宮島喬、
三輪芳朗、椋寛、牟田博光、武藤滋夫、武藤宣道、村上敦、村上直樹、村瀬英彰、村田晶子、村田安雄、村松久良光、
室田泰弘、目黒依子、茂木暁、茂木快治、元島邦夫、森泉陽子、森岡清美、森口千晶、森口親司、森棟公夫、盛山和
夫、諸富徹

八木正、柳下実、安岡重明、安川一、八束厚生、柳瀬明彦、矢野眞和、薮下史郎、山内直人、山口慎太郎、山口三十
四、山﨑潤一、山崎敬一、山崎福寿、山崎喜比古、山澤逸平、山重慎二、山田三郎、山田直志、山田雅俊、大和毅彦、
山根常男、山村英司、山村賢明、山村りつ、山本浩司、山本拓、山本登、山本康正、山本勇次、山本有造、山本陽三、
や 家森信善、油井雄二、唯是康彦、行沢健三、与謝野有紀、好井裕明、吉岡恒明、 吉川栄一、吉川徹、吉川洋、美添泰
人、吉田あつし、吉田建夫、吉田千里、吉田雅敏、 吉田裕、吉野耕作、吉野直行、吉原久仁夫、吉原英樹、余田翔平、
与那国暹、米沢義衛、米原淳七郎、 米村昭二、米村千代
蝋山昌一、若杉隆平、 若田部昌澄、 若林敬子、脇田茂、和合肇、和田賢治、和田龍磨、渡辺聰子、渡辺深、渡部敏
ら・わ 明、渡辺利夫、渡邊直樹、渡辺安虎、綿貫譲治
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