
No 氏     名 読み仮名 居住地区 地区委員 満年齢

1 安久　弘晃 アグ　ヒロアキ 横）栄区 小暮　好康 76

2 阿久津　仁 アクツ　ジン 横）緑区Ｂ 本間　光一 75

3 淺原　隆夫 アサハラ　タカオ 横）戸塚区Ｂ 片瀬　好文 85

4 荒井　凖幸 アライ　トシユキ 横）保土ヶ谷区 上窪　健正 88

5 新居　　登 アライ　ノボル 横）都筑区Ｃ 澤田　幹雄 79

6 荒木　　実 アラキ　マコト 綾瀬市 高見　広光 80

7 有賀　洋一 アリガ　ヨウイチ 横）旭区Ａ 田村　潤 75

8 飯島　利夫 イイジマ　トシオ 横）中区 小林　貞幸 79

9 伊賀　純司 イガ　ジユンジ 町田市Ｂ 八鍬　照治 79

10 五十嵐　守 イガラシ　マモル 横）旭区Ｂ 髙木　勝則 87

11 石井　正男 イシイ　マサオ 横）磯子区 飯塚　久典 92

12 石澤　命孝 イシザワ　ミチタカ 横）港北区Ａ 都築　努 88

13 石原　健夫 イシハラ　タケオ 川）中原区 高橋　久志美 85

14 伊東　祐貞 イトウ　スケサダ 横）都筑区Ｃ 澤田　幹雄 79

15 伊藤　誠一 イトウ　セイイチ 川）中原区 高橋　久志美 75

16 伊藤　　徹 イトウ　トオル 川）多摩区 間島　輝利 78

17 田舎　　豊 イナカ　ユタカ 横）金沢区 飯塚　久典 81

18 稲原　高行 イナハラ　タカユキ 横）港南区 伊藤　博敏 86

19 井上　俊之 イノウエ　トシユキ 横）都筑区Ａ 中越　公秋 76

20 今岡　正明 イマオカ　マサアキ 横）戸塚区Ａ 小暮　好康 80

21 上ヱ地　末雄 ウエジ　スエオ 相）緑区 入鹿　健策 84

22 上原　栄助 ウエハラ　エイスケ 横）金沢区 飯塚　久典 85

23 上村　哲也 ウエムラ　テツヤ 町田市Ａ 浜田　博 76

24 臼木　功之 ウスキ　ノリユキ 横）緑区Ａ 清野　富男 87

25 恵山　純一 エイザン　ジュンイチ 横）保土ヶ谷区 上窪　健正 75

26 榎本　　裕 エノモト　ユタカ 大和市 堂本　耕造 83

27 大河内　英夫 オオコウチ　ヒデオ 相）南区 針谷　俊隆 75

28 大橋　伊一 オオハシ　イイチ 横）港北区Ｂ 岡田　幸雄 84

29 大藪　輝之 オオヤブ　テルユキ 横）旭区Ａ 田村　潤 83

30 岡田　　明 オカダ　アキラ 横）緑区Ｂ 本間　光一 75

31 緒方　　戢 オガタ　オサム 横）都筑区Ａ 中越　公秋 75

32 小島　　勇 オジマ　イサム 横）戸塚区Ｂ 片瀬　好文 75

33 織田　　一 オダ　ハジメ 横）金沢区 飯塚　久典 87

34 乙藤　祐作 オトフジ　ユウサク 川）麻生区 間島　輝利 84

35 香川　正巳 カガワ　マサミ 横）泉区 小松澤　弘安 81

36 片山　隆之 カタヤマ　タカユキ 横）港北区Ａ 都築　努 77

37 金井　　誠 カナイ　マコト 横）緑区Ｂ 本間　光一 80

38 兼子　昌彦 カネコ　マサヒコ 川）多摩区 間島　輝利 75

39 唐木　治夫 カラキ　ハルオ 横）瀬谷区Ｂ 田村　潤 81

40 河合　将雄 カワイ　マサオ 横）緑区Ｂ 本間　光一 75

41 川上　　寿 カワカミ　ヒサシ 町田市Ｂ 八鍬　照治 76

42 河地　　実 カワチ　ミノル 横）緑区Ａ 清野　富男 80

43 簡　　　敬 カン　タカシ 横）都筑区Ｃ 澤田　幹雄 80

44 岸　　義一 キシ　ギイチ 横）港北区Ｂ 岡田　幸雄 87

45 久保　公平 クボ　コウヘイ 相）中央区Ｂ 小野　喜一 75

46 久保　紀義 クボ　ノリヨシ 海老名市 高見　広光 78

47 熊谷　武志 クマガイ　タケシ 川）高津区 高橋　久志美 79

48 河野　良雄 コウノ　ヨシオ 横）緑区Ｂ 本間　光一 81
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49 小比賀　隆規 コヒガ　タカキ 横）旭区Ａ 田村　潤 83

50 駒井　秀雄 コマイ　ヒデオ 横）戸塚区Ａ 小暮　好康 93

51 駒村　昌敏 コマムラ　マサトシ 川）麻生区 間島　輝利 81

52 権藤　徹志 ゴンドウ　テツシ 相）南区 針谷　俊隆 80

53 今野　　毅 コンノ　ツヨシ 川）麻生区 間島　輝利 82

54 榊原　長重 サカキバラ　ナガシゲ 横）戸塚区Ａ 小暮　好康 89

55 坂口　賢三 サカグチ　ケンゾウ 横）戸塚区Ｂ 片瀬　好文 76

56 桜井　健司 サクライ　ケンジ 横）港南区 伊藤　博敏 79

57 笹木　秀治 ササキ　シュウジ 横）都筑区Ｃ 澤田　幹雄 86

58 佐々木　寛隆 ササキ　ヒロタカ 横）都筑区Ｃ 澤田　幹雄 83

59 佐々木　幸雄 ササキ　ユキオ 横）港北区Ａ 都築　努 80

60 佐田　吉一 サダ　ヨシカズ 横）青葉区Ｂ 中越　公秋 83

61 佐藤　孝佳 サトウ　タカユキ 横）緑区Ｂ 本間　光一 76

62 佐野　一郎 サノ　イチロウ 横）青葉区Ａ 綛田　司郎 83

63 佐野　信行 サノ　ノブユキ 横）緑区Ｃ 清水　伝夫 77

64 三野　　寛 サンノ　ヒロシ 横）都筑区Ｃ 澤田　幹雄 82

65 塩田　安治 シオタ　ヤスジ 横）神奈川区Ｂ 小林　貞幸 75

66 塩見　治雄 シオミ　ハルオ 横）西区 小林　貞幸 80

67 篠崎　治夫 シノザキ　ハルオ 町田市Ａ 浜田　博 75

68 下村　雅愛 シモムラ　マサヨシ 横）神奈川区Ｂ 小林　貞幸 80

69 庄司　　晃 ショウジ　アキラ 横）青葉区Ａ 綛田　司郎 81

70 白石　武彦 シライシ　タケヒコ 横）神奈川区Ｂ 小林　貞幸 83

71 新屋　純之輔 シンヤ　ジュンノスケ 横）港北区Ａ 都築　努 96

72 鈴木　知二 スズキ　トモジ 町田市Ａ 浜田　博 80

73 鈴木　則友 スズキ　ノリトモ 横）保土ヶ谷区 上窪　健正 76

74 関根　一光 セキネ　カズミツ 横）保土ヶ谷区 上窪　健正 75

75 高木　達雄 タカギ　タツオ 横）緑区Ｂ 本間　光一 92

76 高崎　成人 タカサキ　セイジン 横）神奈川区Ａ 清野　富男 81

77 高田　朝男 タカダ　アサオ 横）保土ヶ谷区 上窪　健正 77

78 鷹取　清司 タカトリ　キヨシ 横）泉区 小松澤　弘安 79

79 高橋　俊治 タカハシ　トシハル 横）港北区Ａ 都築　努 83

80 高橋　　等 タカハシ　ヒトシ 町田市Ａ 浜田　博 86

81 武井　君夫 タケイ　キミオ 横）都筑区Ａ 中越　公秋 84

82 武田　太市 タケダ　タイチ 横）都筑区Ｃ 澤田　幹雄 76

83 伊達　一次 ダテ　イチジ 横）都筑区Ｃ 澤田　幹雄 83

84 田中　　勲 タナカ　イサオ 横）泉区 小松澤　弘安 79

85 田中　康雄 タナカ　ヤスオ 横）緑区Ａ 清野　富男 80

86 塚田　達樹 ツカダ　タツキ 横）保土ヶ谷区 上窪　健正 75

87 富田　鉄人 トミタ　テツンド 横）港北区Ｂ 岡田　幸雄 79

88 富山　國定 トミヤマ　クニサダ 横）瀬谷区Ａ 小松澤　弘安 91

89 友部　　旭 トモベ　ノボル 横）緑区Ｃ 清水　伝夫 83

90 内藤　宏之 ナイトウ　ヒロシ 町田市Ａ 浜田　博 80

91 内藤　正博 ナイトウ　マサヒロ 横）戸塚区Ｂ 片瀬　好文 80

92 苗村　　明 ナエムラ　アキラ 横）港南区 伊藤　博敏 82

93 中尾　　大 ナカオ　ヒロシ 横）金沢区 飯塚　久典 90

94 中川　政利 ナカガワ　マサトシ 横）緑区Ｃ 清水　伝夫 79

95 中小路　忠三 ナカコウジ　チュウゾウ 横）都筑区Ａ 中越　公秋 92

96 中里見　芳政 ナカサトミ　ヨシマサ 横）都筑区Ｃ 澤田　幹雄 81

97 中澤　政子 ナカザワ　マサコ 綾瀬市 高見　広光 75

98 長澤　義夫 ナガサワ　ヨシオ 相）南区 針谷　俊隆 75
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99 中嶋　敏幸 ナカシマ　トシユキ 横）泉区 小松澤　弘安 75

100 中島　正巳 ナカジマ　マサミ 横）泉区 小松澤　弘安 79

101 中塚　富雄 ナカツカ　トミオ 横）保土ヶ谷区 上窪　健正 80

102 中野　一郎 ナカノ　イチロウ 川）川崎区 高橋　久志美 81

103 中部　孝治 ナカベ　コウジ 横）緑区Ａ 清野　富男 79

104 中村　義男 ナカムラ　ヨシオ 横）旭区Ｂ 髙木　勝則 79

105 中本　昭夫 ナカモト　アキオ 横）旭区Ｂ 髙木　勝則 76

106 中山　　勇 ナカヤマ　イサム 横）都筑区Ａ 中越　公秋 83

107 奈良　良一郎 ナラ　リョウイチロウ 綾瀬市 高見　広光 80

108 西岡　新吾 ニシオカ　シンゴ 横）栄区 小暮　好康 77

109 西沢　章一 ニシザワ　ショウイチ 横）磯子区 飯塚　久典 75

110 西田　富夫 ニシダ　トミオ 横）青葉区Ｂ 中越　公秋 80

111 沼沢　新太郎 ヌマサワ　シンタロウ 相）中央区Ｂ 小野　喜一 82

112 野津　健二 ノツ　ケンジ 横）保土ヶ谷区 上窪　健正 80

113 野村　浩司 ノムラ　コウジ 横）都筑区Ａ 中越　公秋 79

114 花岡　康博 ハナオカ　ヤスヒロ 横）青葉区Ａ 綛田　司郎 75

115 花崎　良政 ハナザキ　ヨシマサ 川）高津区 高橋　久志美 79

116 浜　　道彦 ハマ　ミチヒコ 川）宮前区Ａ 間島　輝利 75

117 早川　守正 ハヤカワ　モリマサ 横）金沢区 飯塚　久典 79

118 東　　輝夫 ヒガシ　テルオ 横）緑区Ａ 清野　富男 75

119 檜山　弘明 ヒヤマ　ヒロアキ 横）都筑区Ｃ 澤田　幹雄 79

120 兵藤　英彦 ヒョウドウ　ヒデヒコ 横）保土ヶ谷区 上窪　健正 76

121 平井　達郎 ヒライ　タツロウ 川）多摩区 間島　輝利 83

122 平田　三男 ヒラタ　ミツオ 横）緑区Ｂ 本間　光一 75

123 前島　良造 マエジマ　リョウゾウ 横）緑区Ｃ 清水　伝夫 84

124 前田　精亮 マエダ　キヨアキ 海老名市 高見　広光 80

125 桝田　圭右 マスダ　ケイスケ 横）青葉区Ａ 綛田　司郎 80

126 増本　輝昭 マスモト　テルアキ 横）港北区Ａ 都築　努 82

127 松原　正典 マツバラ　マサノリ 川）麻生区 間島　輝利 75

128 松本　真一 マツモト　シンイチ 相）緑区 入鹿　健策 76

129 三浦　研造 ミウラ　ケンゾウ 横）緑区Ｃ 清水　伝夫 82

130 三浦　孝文 ミウラ　タカフミ 横）青葉区Ａ 綛田　司郎 76

131 三鼓　康次郎 ミツヅミ　ヤスシジロウ 横）緑区Ａ 清野　富男 76

132 宮田　威男 ミヤタ　タケオ 座間市 堂本　耕造 77

133 村田　秀夫 ムラタ　ヒデオ 横）戸塚区Ａ 小暮　好康 85

134 村田　光正 ムラタ　ミツマサ 横）青葉区Ａ 綛田　司郎 80

135 山口　達男 ヤマグチ　タツオ 町田市Ａ 浜田　博 79

136 山本　順一 ヤマモト　ジュンイチ 座間市 堂本　耕造 82

137 山本　　満 ヤマモト　ミツル 大和市 堂本　耕造 75

138 吉川　　孝 ヨシカワ　タカシ 川）宮前区B 高橋　久志美 75

139 吉田　　徹 ヨシダ　トオル 座間市 堂本　耕造 74

140 吉田　登美男 ヨシダ　トミオ 横）都筑区Ｃ 澤田　幹雄 89

141 吉田　寿子 ヨシダ　ヒサコ 横）青葉区Ｂ 中越　公秋 84

142 和田　守政 ワダ　モリマサ 横）泉区 小松澤　弘安 79

143 渡部　　晟 ワタナベ　アキラ 横）保土ヶ谷区 上窪　健正 77

144 渡辺　重注 ワタナベ　シゲツグ 川）麻生区 間島　輝利 79

145 渡辺　清次 ワタナベ　セイジ 横）青葉区Ａ 綛田　司郎 82

146 渡辺　識夫 ワタナベ　ノリオ 横）緑区Ａ 清野　富男 83

147 渡邉　正興 ワタナベ　マサオキ 横）緑区Ｃ 清水　伝夫 77


