
 (軟式野球連盟)  (ソフトテニス連盟)  (バレーボール連盟)  (空手道連盟)

中村　登砢之進 稲田　　壌 飯沼　みずき 馬場　良雄

勝野　洋右 大隈　悦子 渡辺　祥子 北村　  洋

吉田　敏男 田中　豊次
 (バドミントン協会)

篠崎　　弘

佐藤　和好 荒武　宗昭 前田　雅尚 内堀　政治

野澤　裕一 佐藤　統次 加藤　正則 高橋　泰治

大川　紘靖 植野　　稔 久家　富美子 杉山　実輝雄

内海　庸介 河野　律子 井上　清明 金子　一道

宇山　　宏 木藤　一郎 佐藤　　正 野村　忠好

志賀　真人 吉田　眞弓 土田　証雄 檜垣　　博

中里　尚右 木寺　百合子 西山　博司 野﨑　正毅

飯島　　勇 平山　幸子 肥沼　博英
 (弓 道 連 盟)

永瀬　裕一 宮脇　としえ 鶴田　　誠 柳沼　一夫

 (剣 道 連 盟)
谷内　　康 小倉　久和 中市　志真子

市川　健寿 大沢　富美子 塚田　金也 竹澤　　実

藤田　栄作 河野　由里子 山中　志津子 清水　えつ子

大和　忠廣 入江　和美 小平　啓子 神田　恵美子

猪上　勝也 井上　成之 茶圓　直子 鈴木　晴彦

福田　閲夫 岸　　芳男 田口　清司 川鍋　　茂

藤井　　勝 坂口　仁志
 (サッカー協会)  (水 泳 協 会)

白須　　知  (柔　道　会) 岡村　宏明 大野　照藏

鹿島　幸宏 鈴木　光司 井出　　昇 金子　忠司

（卓 球 連 盟）
福原　信二 長島　建夫 小谷　靖子

鈴木　たつ 佐藤　英男 兒玉　明久 加藤　順子

 (陸上競技協会)
内田　博之 浦野　洋史 吉延　初美

篠原　忠造 田沼　　武 佐藤　邦昭 渡辺　義則

溝口　康弘 鈴木　光浩 岩田　滋生 嶋田　光子

嶋田　　正
 (バレーボール連盟)

滝澤　貫一郎 河野　正清

林　　　勉 片山　　敬 加園　知樹
（ラジオ体操会連盟）

大木　　博 細木　祐子 山崎　正樹 山口　髙治

横尾　則子 佐野　郁夫

　　　　　　　　　　【個 人 会 員】　　（順不同・敬称略）



（ラジオ体操会連盟） （婦人軽体操連盟） （バスケットボール協会） （バウンドテニス協会）

坂井　ツユ 石島　一江 小川　　潔 河西　嘉美

川嶋　文子 柳沼　広江 島野　博幸 飛田　京子

岸本　信良 菊地　幸子 當間　正勝 中村　はるみ

角　　房子
（ソフトボール連盟）

宇野　智則 宮本　典子

春日井　美弥子 木村　　肇 田中　　誠
（武術太極拳連盟）

市丸　淑子 若林　英明 長谷川　政明 川端　智子

髙橋　壮主 三浦　孝夫 松下　寿子 寺戸　安郎

柴崎　佳子 尾崎　陽子 杉林　真由美 後藤　百々代

田島　千代子 井上　恵美子 小栗　　猛 今道　千穂子

古木　光恵
（ゲートボール連盟）

関口　雅三 川野　弘子

髙橋　ユリ子 荒川　　昂 中田　安彦 菊川　武明

荒生　洋子 沼田　清子 臼井　正明 池田　文枝

望月　公二 松野　ヒサ 近藤　一倫 稲垣　敏子

竹内　トミ子 坂西　澄子 坂本　　寛 前田　治子

三浦　京子 滝沢　照夫 和田　泰司 乾　　聖子

湯浅　幸枝 高儀　秀雄 木田　康行 （ダンススポーツ連盟）

大江　利昭 中　　千幸 尾辻　りん子 藤尾　香津恵

（合気道連盟）
馬場　朋子 橋本　よし江 宮尾　睦朗

篠　　征勝 安藤　百里子 広瀬　佳子 矢澤　　満

天野　成子 千田　勝助 石本　昌憲 滝島　敏子

先山　隆久 斉藤　敏江 三室　晃子 古賀　イツ子

篠原　則昭 林　　大臣 神村　正之
（小平ゲートゴルフクラブ）

太田　豊彦 吉田　　晟
（ライフル射撃協会）

中山　忠夫

畠山　正則 福岡　純代 時岡　廣行
（ゴルフ協会）

喜多村　泰弘
（アーチェリー連盟）

渡辺　和夫 青木　　茂

飛田　佳子 丸山　　豊 （バウンドテニス協会） 中山　早智子

石崎　　栄 田中　忠造 大内　智恵子 柿島　一三

衣笠　博和 清水　延夫 小松平　茂 村野　正至

間　　　誠 神長　暁子 入戸野　峯子 細谷　幸夫

青木　秀之 三吉　史子 山田　勝治 堤　　妙子

佐藤　嗣利 中川　雅信 佐藤　隆夫 井上　とみえ

村沢　一樹 青木　由美子 浅見　玉江



（ゴルフ協会）  (ラグビーフットボール協会）  (ターゲットバードゴルフ協会） （一　　般）

斎田　　信 峯　　剛介 冨田　泰正 藤野　春吉

天野　宗敏 長嶺　泰典 興津　栄子 武藤　眞仁

石川　　進
 (ターゲットバードゴルフ協会） （一　　般） 村田　　旭

新井　一枝 牧　　健二郎 岡崎　　稔 箭内　　武

広岡　節子 高坂　信夫 小川　睦彦 山田　登美子

中澤　治重 大口　隆男 柏谷　茂里

川口　文郁恵 村野　啓恵 金子　恵一

滝島　和好 若林　黎子 北田　泰造

 (ラグビーフットボール協会）
野村　俊明 河内　　満

安部　泰人 竹之内　千恵子 小島　淳生

ありがとうございました。

今後ともご協力・ご支援の程

何卒よろしくお願い申し上げます。


