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氏　　名 住　　　　所 出　身　地 氏　　名 住　　　　所 出　身　地

1 尾崎　清 滋賀県長浜市 三崎町寺家 京都地区35名

2 滝上　松雄 滋賀県東近江市 上戸町北方 1 東　真喜子 大阪市中央区 宝立町春日野

3 館　正毅 滋賀県大津市 上戸町 2 安達　勝美 大阪市鶴見区 三崎町引砂

4 宮前　将洋 滋賀県彦根市 若山町上黒丸 3 石井　としえ 大阪市東成区 能登町松波

滋賀地区4名 4 石橋 美八枝 大阪府岸和田市　 三崎町

1 今井 さき子 京都市上京区 飯田町 5 石村　長輝 大阪府堺市美原区 飯田町

2 上野　秀夫 京都府宇治市 三崎町本 6 石村 加智子 大阪府堺市美原区 正院町

3 内田　せつ 京都市右京区　 正院町平床 7 上野　禮子 大阪市生野区 宝立町鵜飼

4 大石　久子 京都市右京区　 正院町川尻 8 梅野　義雄 大阪市東住吉区　 三崎町粟津

5 加地　春枝 京都市南区　 蛸島町 9 梅野 珠美子 大阪市東住吉区　 三崎町寺家

6 金子　絹子 京都府京田辺市 三崎町森腰 10 浦　 達雄 大阪府泉南郡 正院町川尻

7 佐藤 いつ子 京都府宇治市　 三崎町伏見 11 枝谷　久子 大阪府八尾市　 宝立町金峰寺

8 佐藤　浩子 京都市伏見区 三崎町寺家 12 榎　よし子 大阪市城東区 宝立町鵜島

9 澤　信子 京都市山科区 宝立町馬渡 13 遠藤　達彦 大阪市東住吉区　 飯田町

10 新谷   實 京都府宇治市　 若山町 14 岡部　忠一 大阪府摂津市　 飯田町

11 新屋　好夫 京都府乙訓郡 飯田町 15 桶田 五十八 大阪市住吉区　 飯田町

12 橘　重十九 京都市上京区 宝立町柏原 16 鍵谷　瑞男 大阪府堺市 三崎町粟津

13 田中　三雄 京都市南区　 蛸島町 17 角田　晴夫 大阪府池田市 能登町小木

14 富田 啓史郎 京都市左京区　 野々江町 18 片山　佳永 大阪市住之江区 上戸町

15 鳥毛　初子 京都市山科区 三崎町寺家 19 角　真一 大阪市城東区 大谷町

16 中井　幸子 京都市右京区　 蛸島町 20 角　隆一 大阪市淀川区 宝立町鵜飼

17 中濱　秀二 京都市右京区　 能登町松波 21 加藤　政信 大阪府枚方市 正院町

18 鰀目　静子 京都市西京区 蛸島町 22 釜親　英夫 大阪府寝屋川市　 上戸町

19 野々井 純一 京都府宇治市　 三崎町宇治 23 釜親　征子 大阪府寝屋川市　 上戸町

20 灰山　邦子 京都府宇治市　 能登町松波 24 釜親　康順 大阪府泉大津市 上戸町

21 橋本 キミ子 京都市上京区　 飯田町 25 川端　政治 大阪府箕面市 若山町経念

22 八陣　康夫 京都市伏見区 高屋町 26 川端　八重子 大阪府堺市 蛸島町

23 濱　　長敏 京都市伏見区 三崎町粟津 27 北澤　達成 大阪府高槻市　 宝立町

24 濱木　正三 京都市右京区　 若山町古蔵 28 北野　正雄 大阪府河内長野市 三崎町寺家

25 萩原　達子 京都府宇治市　 能登町小木 29 久保　君江 大阪府大東市 宝立町

26 春田 みゆき 京都市西京区　 若山町出田 30 熊谷　博之 大阪市天王寺区 正院町小路

27 林 登喜子 京都府日向市 高屋町 31 小杉　久美子 大阪府枚方市 宝立町

28 淵田　正子 京都市下京区　 若山町 32 小西　一雄 大阪府寝屋川市　 正院町

29 古矢　みつ 京都府宇治市　 正院町飯塚 33 坂下　了 大阪府吹田市 三崎町引砂

30 干場　由利子 京都市伏見区 上戸町 34 坂尻　勇一 大阪府豊中市 三崎町雲津

31 道下　忠雄 京都市山科区　 上戸町 35 櫻井　加志子 大阪府吹田市 蛸島町

32 道下　好友 京都府八幡市　 三崎町大屋 36 桜井　忠司 大阪府八尾市　 野之江町

33 宮口 加芽子 京都市西京区 正院町 37 桜屋敷　勝次 大阪府松原市 若山町向

34 宮崎　弘子 京都市上京区 正院町 38 薩摩　千代美 大阪府寝屋川市 蛸島町

35 山中　三恵子 京都市西京区 蛸島町 39 下尾　春美 大阪府堺市 三崎町大屋
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40 新木   好 大阪府東大阪市 正院町正院 80 山岸　都志子 大阪市生野区 宝立町春日野

41 新谷　健二 大阪市浪速区 能登町小木 81 山崎　勝也 大阪府守口市 蛸島町

42 新谷　博志 大阪府門真市　 蛸島町 82 横濱　幹子 大阪府羽曳野市　 宝立町鵜島

43 新田町 登美造 大阪府高槻市　 上戸町 83 吉田　英子 大阪府和泉市 宝立町宗玄

44 洲巻　邦寛 大阪府堺市南区　 正院町 84 若柳　光生 大阪府泉南郡 宝立町

45 瀬戸　宏子 大阪府堺市南区　 上戸町 85 渡辺　久子 大阪府豊中市 三崎町雲津

46 田中　信義 大阪府守口市 宝立町鵜島 大阪地区85名

47 田中　さよ子 大阪府守口市 宝立町鵜島 1 折越　勝造 奈良県天理市　 飯田町

48 谷本　文子 大阪府高槻市　 宝立町鵜飼 2 角藤　小夜子 奈良県大和郡山市 宝立町金峰寺

49 田畑   弘 大阪市東住吉区　 能登町松波 3 川波　和子 奈良県橿原市　 蛸島町

50 田畑　桂子 大阪市東住吉区　 三崎町森腰 4 小谷　弘美 奈良県生駒市 飯田町

51 辻川　悦子 大阪府豊中市 上戸町南方 5 角居　俊次 奈良県天理市 正院町

52 辻野　輝世 大阪府堺市 三崎町本 6 中島　峰子 奈良県北葛城郡 飯田町

53 釣谷 かつ子 大阪府枚方市　 宝立町 7 山根　信治 奈良市五条畑 三崎町細屋

54 寺田　和彦 大阪府岸和田市　 三崎町森腰 奈良地区7名

55 中田 美那江 大阪市鶴見区 三崎町 1 上野　史子 神戸市灘区　 飯田町

56 中町　虎一 大阪府茨木市　 野々江町 2 乙　敬次 神戸市中央区 能登町宇出津

57 中村 あきの 大阪市生野区 三崎町 3 坂口　暉男 兵庫県尼崎市 能登町真脇

58 西村　久夫 大阪府茨木市　 上戸町 4 坂下　啓一 兵庫県伊丹市　 三崎町大屋

59 沼田　淳子 大阪市都島区 蛸島町 5 坂本　成昭 兵庫県三田市　 能登町小木

60 野口　よしえ 大阪府東大阪市 蛸島町 6 坂谷　清作 兵庫県川西市　 三崎町雲津

61 呑田 喜三代 大阪府東大阪市　 三崎町粟津 7 白山　里次 兵庫県伊丹市　 正院町

62 濱田　八重子 大阪市城東区 三崎町引砂 8 新出　佳人 兵庫県尼崎市　 熊谷町

63 般戸   一 大阪府枚方市　 正院町正院 9 土塚　静子 兵庫県西宮市　 正院町御城

64 般戸 美枝子 大阪府枚方市　 宝立町 10 土塚 由美子 兵庫県西宮市　 三崎町

65 般戸　友吉 大阪府枚方市　 正院町 11 處   哲雄 神戸市灘区　 飯田町

66 樋下　春男 大阪府岸和田市　 若山町 12 流　美智子 兵庫県川西市　 飯田町

67 兵田　邦夫 大阪市阿倍野区 能登町真脇 13 藤井　芳江 兵庫県伊丹市　 三崎町大屋

68 福本　啓子 大阪府茨木市 正院町飯塚 14 前    博 兵庫県高砂市　 三崎町雲津

69 藤尾　まち 大阪府箕面市 三崎町寺家 15 前田   盛 兵庫県芦屋市 宝立町

70 船本　正治 大阪H福島区 宝立町鵜飼 16 松永　秋代 兵庫県川西市　 三崎町森腰

71 藤田　久美子 大阪市生野区 正院町 17 向   昌雄 神戸市北区　 正院町

72 古屋　孝子 大阪府和泉市 宝立町南黒丸 18 本宮　克三 兵庫県西宮市　 三崎町

73 本郷　健次 大阪府高槻市　 能登町宇出津 19 山崎　重治 兵庫県宝塚市 蛸島町

74 丸山　恵子 大阪府和泉市 折戸町 20 吉田   豊 神戸市西区　 上戸町

75 皆口　貞子 大阪府羽曳野市　 正院町 兵庫地区20名

76 宮崎　和夫 大阪府堺市　 三崎町

77 茂腹　知子 大阪府吹田市　 三崎町大屋

78 山岸　千代美 大阪府泉佐野市 大谷町川浦

79 山岸　信雄 大阪市生野区 宝立町春日野
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