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1 北海道 旭川市 今津　寛介 59 京都府 長岡京市 中小路　健吾
2 北海道 室蘭市 青山　剛 60 京都府 京田辺市 上村　崇
3 北海道 士別市 渡辺　英次 61 京都府 京丹後市 中山　泰 顧問
4 北海道 名寄市 加藤　剛士 顧問 62 大阪府 堺市 永藤　英機
5 北海道 登別市 小笠原　春一 顧問 63 大阪府 岸和田市 永野　耕平
6 青森県 青森市 小野寺　晃彦 64 大阪府 池田市 瀧澤　智子
7 青森県 むつ市 宮下　宗一郎 65 大阪府 泉大津市 南出  賢一
8 宮城県 白石市 山田　裕一 副会長 66 大阪府 貝塚市 酒井　了
9 宮城県 多賀城市 深谷　晃祐 67 大阪府 茨木市 福岡　洋一
10 秋田県 横手市 髙橋　大 理事 68 大阪府 八尾市 大松　桂右
11 山形県 山形市 佐藤　孝弘 69 大阪府 泉佐野市 千代松　大耕 顧問
12 山形県 鶴岡市 皆川　治 70 大阪府 寝屋川市 広瀬　慶輔
13 山形県 南陽市 白岩　孝夫 顧問 71 大阪府 柏原市 冨宅 正浩
14 福島県 いわき市 内田　広之 72 大阪府 羽曳野市 山入端　創
15 茨城県 龍ケ崎市 萩原　勇 73 大阪府 門真市 宮本  一孝 副会長
16 茨城県 つくば市 五十嵐 立青 74 大阪府 泉南市 山本　優真
17 茨城県 行方市 鈴木　周也 副会長 75 大阪府 四條畷市 東　修平 理事
18 栃木県 矢板市 齋藤　淳一郎 76 大阪府 大阪狭山市 古川　照人
19 埼玉県 本庄市 吉田　信解 顧問 77 兵庫県 芦屋市 伊藤　舞
20 埼玉県 狭山市 小谷野　剛 78 兵庫県 川西市 越田　謙治郎
21 埼玉県 越谷市 福田　晃 79 奈良県 生駒市 小紫　雅史
22 埼玉県 戸田市 菅原　文仁 80 奈良県 香芝市 福岡　憲宏
23 埼玉県 入間市 杉島　理一郎 81 和歌山県 有田市 望月　良男
24 埼玉県 和光市 柴﨑　光子 82 広島県 三原市 岡田　吉弘
25 埼玉県 久喜市 梅田　修一 83 広島県 三次市 福岡　誠志
26 埼玉県 吉川市 中原　恵人 理事 84 広島県 安芸高田市 石丸　伸二
27 千葉県 習志野市 宮本　泰介 85 山口県 下関市 前田 晋太郎 副会長
28 千葉県 柏市 太田　和美 86 山口県 宇部市 篠﨑　圭二
29 千葉県 香取市 伊藤　友則 87 山口県 柳井市 井原　健太郎 理事
30 東京都 新宿区 吉住　健一 88 徳島県 阿南市 表原　立磨
31 東京都 渋谷区 長谷部　健 89 香川県 東かがわ市 上村　一郎
32 東京都 小平市 小林　洋子 90 高知県 香美市 依光　晃一郎
33 東京都 清瀬市 澁谷　桂司 91 福岡県 福岡市 髙島　宗一郎
34 神奈川県 鎌倉市 松尾　崇 顧問 92 福岡県 太宰府市 楠田　大蔵
35 神奈川県 茅ヶ崎市 佐藤　光 93 福岡県 古賀市 田辺　一城
36 新潟県 三条市 滝沢　亮 理事 94 佐賀県 佐賀市 坂井　英隆
37 新潟県 加茂市 藤田　明美 副会長 95 佐賀県 多久市 横尾　俊彦 顧問
38 新潟県 上越市 中川　幹太 96 佐賀県 武雄市 小松　政
39 富山県 高岡市 角田 悠紀 97 佐賀県 嬉野市 村上　大祐
40 富山県 射水市 夏野　元志 会長 98 長崎県 大村市 園田　裕史
41 石川県 小松市 宮橋　勝栄 監事 99 熊本県 人吉市 松岡　隼人 監事
42 長野県 佐久市 栁田　清二 顧問 100 大分県 別府市 長野　恭紘 理事
43 岐阜県 岐阜市 柴橋　正直 101 宮崎県 宮崎市 清山　知憲
44 岐阜県 関市 尾関　健治 102 宮崎県 都城市 池田　宜永
45 岐阜県 美濃加茂市 藤井　浩人 103 鹿児島県 鹿児島市 下鶴　隆央
46 岐阜県 各務原市 浅野　健司 理事 104 鹿児島県 阿久根市 西平　良将 副会長
47 静岡県 磐田市 草地　博昭 105 鹿児島県 日置市 永山　由高
48 静岡県 掛川市 久保田　崇 106 鹿児島県 奄美市 安田　壮平
49 静岡県 裾野市 村田　悠 107 沖縄県 石垣市 中山　義隆 顧問
50 静岡県 湖西市 影山　剛士
51 愛知県 西尾市 中村　健
52 愛知県 常滑市 伊藤　辰矢
53 愛知県 小牧市 山下　史守朗 副会長
54 愛知県 みよし市 小山　祐
55 三重県 四日市市 森　智広
56 三重県 伊勢市 鈴木　健一
57 三重県 桑名市 伊藤  徳宇
58 三重県 志摩市 橋爪　政吉
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