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ブルー字　→ 住所不明 グリーン字→ ご逝去

中野 節生 福満 　豊 愛知県岡崎市 水田 寿太郎 福岡市南区 山田 成昭 福岡市東区 木藤 秀子 福岡県糸島市

中溝 公次 福岡市中央区 福山 義弘 福岡市東区 溝口 多美生 福岡市南区 山田 義治 福岡県遠賀郡 倉地 須美子
中村 賢二 埼玉県狭山市 藤 　　毅 光武 新造 広島県広島市 山次 通治 福岡市博多区 小林 順子 大阪府阪南市

中村 　孜 福岡市南区 藤島 忠篤 横浜市戸塚区 三苫 　明 福岡市南区 山中 　博 福岡市東区 小林 陽子 福岡県糟屋郡

中村 　肇 藤野 建夫 福岡市南区 三留 健輔 山野 信厚 小林 律子 福岡市博多区

中村 隆一 藤本 　茂 大阪府池田市 宮内 更史 福岡県糟屋郡 山辺 国昭 小山 光江 福岡市早良区

永吉 博隆 藤原 邦彦 福岡市南区 三宅 明治 福岡県太宰府市 山本 光三 福岡県大野城市 後藤 紀子 福岡県宗像市

西尾 岩上 船越 　忠 宮本 　均 福岡県糟屋郡 山本 浩之 福岡市城南区 酒井 寿子 福岡市東区

西嶋 虔三 千葉県八千代市 古屋 友喜 福岡県太宰府市 宮本 勝利 山本 征児 福岡県太宰府市 佐久間 典子 千葉県野田市

西田 正夫 古谷 直水 宮本 義海 兵庫県西宮市 山本 哲也 柴田 ヤス子 福岡市博多区

西村 正毅 福岡県春日市 細江 守紀 福岡市東区 向野 昌邦 福岡県春日市 養父 裕二 福岡市城南区 清水 良子 福岡市南区

西山 俊一 堀 　義人 村下 　徹 横山 喜男 福岡県宗像市 白男川 和子 埼玉県狭山市

野入 保彦 福岡市早良区 堀　 税雄 村田 博史 吉川 　茂 福岡市東区 高屋 瑞穂 滋賀県大津市

野瀬 雅之 東京都日野市 堀尾 　武 村山 隆之 福岡市早良区 吉田 新一 武田 博子 福岡市城南区

野村 泰雄 堀川 泰彦 兵庫県芦屋市 目野 智啓 吉田 信二 東京都三鷹市 千田 和子 島根県松江市

萩野 順司 福岡市東区 本田 廣市 毛利 勝義 吉田 泰彦 鶴田 順子
橋口 成良 福岡県糟屋郡 本田 義幸 福岡市南区 持田 　勝 福岡市東区 吉田 普賢 福岡市東区 冬至 嶺子 福岡市中央区

橋本 能弘 松井 泰彦 広島県呉市 森　 昭彦 福岡県大野城市 吉谷 太一 兵庫県伊丹市 徳重 洋子 長野県北佐久郡

長谷川 法世 福岡市博多区 松井 義久 森　 敏 吉永 智信 富永 悠子
秦 　信樹 松江 知亮 森岡　 望 千葉県印旛郡 吉松 忠博 福岡県糟屋郡 冨久 昌子
秦　 俊洋 福岡市中央区 松尾 茂彦 千葉県我孫子市 森田 　孝 福岡市中央区 吉村 　佐 千葉県柏市 富安 清子 埼玉県熊谷市

波多江 直之 福岡市早良区 松尾 成宏 福岡県糸島市 森永 昌紘 福岡市東区 吉村 郁久 福岡県糟屋郡 中内 総子 福岡市東区

服部 弘政 松尾 一也 福岡市早良区 森元 　遑 和田 　阜 中村 洋子 東京都小平市

初村 　守 福岡市中央区 松尾 真人 福岡市南区 師岡 英隆 渡辺 芳彦 千葉県松戸市 中村 陽子 福岡県大野城市

花田 征一 松尾 弘之 東京都府中市 諸隈 輝明 渡邉 健介 北九州市小倉南区 西尾 裕子 福岡市南区

浜地 末男 広島市西区 松重 正雄 福岡市早良区 矢澤 頼満 横浜市鶴見区 渡口 雄二 野口 範子 福岡市中央区

林 　啓典 福岡市東区 松下 隆昭 安河内 孚彦 萩尾 令子 福岡市西区

原 　久泰 福岡県太宰府市 松下 久暢 安河内 則夫 合原 佐和子 橋川 倭子
原 　　皎 松島 雅章 東京都杉並区 安武 　弦 明石 洋子 川崎市川崎区 花園 佳子 千葉県習志野市

原 　寛治 松嶋 卓爾 福岡市早良区 八尋 義輝 東京都板橋区 荒巻 輝代 福岡市東区 浜島 宮子
原口 　開 福岡県大牟田市 松野 文彦 神奈川県小田原市 八尋 四郎 福岡県糟屋郡 石井 公子 北九州市小倉北区 福家 明子 名古屋市名東区

原田 種範 松野 　勇 八尋 淳一 福岡市博多区 市丸 幸子 福岡市中央区 藤井 佑子 北九州市戸畑区

久野 修資 福岡市城南区 松村 暢郎 東京都調布市 矢部 　勇 東京都国分寺市 入井 孝子 東京都小平市 船越 芙美子
久野 真一郎 松本 廣治 兵庫県川西市 山内 公昭 上田 千恵子 福岡市西区 保利 直子
冷川 　襄 福岡県太宰府市 真野 和夫 大分県豊後高田市 山上 静雄 福岡市西区 内山 由紀子 福岡市東区 正木 きよみ 京都市左京区　

平井 研一 丸林 信幸 山口 　直 福岡市東区 浦田 ゆたか 福岡市西区 松本 葉子 福岡県糟屋郡

平川 知親 丸山 隆三 福岡県久留米市 山口 儀一 合馬 浩子 福岡市東区 丸林 美佐子 京都府八幡市

平島 忠雄 福岡県糟屋郡 馬渡 達也 山崎 一彦 太田 恵美子 福岡県大野城市 三池 ツル子 福岡市博多区

平田 　紳 馬渡 和夫 福岡市中央区 山崎 龍夫 福岡県遠賀郡 大部 静子 宮野 津代子 山口県光市

平林 　潔 三井所 清彦 横浜市泉区 山下 繁喜 岡本 順子 福岡市中央区 牟田 映子
平原 康弘 三浦 八洲男 川崎市幸区 山下 哲夫 小野塚 智香子 村田 千鶴子 広島市安佐北区

広田 道信 千葉市美浜区 三方 猛士 山下 　登 香川 梨絵 神戸市北区 山本 智子 大阪府茨木市

広渡 清吾 東京都東村山市 三塩 晋作 大阪府吹田市 山田 一久 加野 豊子 福岡県糟屋郡 米倉 喜佐子
深江 憲一 大分県別府市 水倉 真智 山田 耕司 福岡県太宰府市 神山 弘子 奈良県香芝市 渡辺 和枝 福岡市南区

深見 正裕 福岡市南区 水島 正裕 福岡市南区 山田 豊三郎 仮屋崎 祥子 福岡市南区 渡辺 洋子 東京都世田谷区


