
平成30年度　第31回　東京鷹巣会　総会・懇親会 現在

地区会等

近藤 則正 五代儀 満 佐藤 將臣 望月 久

朝日 昌義 朝日 裕子 今野 佐藤 多美子 千葉 白崎 リツ 五代儀

小塚 茂 小市 哲子 三沢 柳谷 恒雄 七海 康子 籠谷

神成 与四雄 金沢 聰 金沢 康子 三浦 博司

村上 悦子 菊地 中川 稔 金井 テツ子 成田 斉藤 智

望月 正 周郷 高俊 熊谷 成田 竜也 竹原 恵美子 松尾

平 サツ 五代儀 長岐 康平

高橋 千春 大熊 睦子 出川 奈良田 和明 佐藤 忠義

野呂 廣 近江 キミ 近江 勇吉 小暮 恵子 長崎

佐藤 正一 高橋 勲 満山 尋子 奈良田 出川 久由

古家 宏

仲村 光則 熊谷 忠憲 長沢 美穂子 野呂 三ツ井 義弘

長谷部 ツルヱ 成田 関根 順子 簾内 戸嶋 幸弘

堀部 光男 藤本 和人 大川 奕也 三上 チサ子 藤原

鈴木 薫 加藤 タマ 堀部 畠山 明美 千葉 祥一

小原 由美子 堀部 藤本 レイ子 畠山 福太郎 秋 湖太郎

布田 祐五郎 池上 朝子 鈴木 清水 昭三 岩渕 愛美

山田 富冶郎 井上 キサ 藤原 清水 信廣 藤本 須川 育子

森川 都奈 藤原 畠山 末広 大渕 誠 塩崎 松男

梅川 悦子 三上 一清 花島 英子 堀部 飯野 栄子

澤 静 本間 尚美 服部 元子 下村 昌子

阿部 美寿 加藤 道子 鈴木 マサ子 熊沢 ヒトエ

熊沢 晃一

熊谷 幾麿 熊谷 トヨ子 寺田 良徳 津谷 三男

田村 征雄 畠山 多貴子 藤田 美穂子 長崎 小塚 ナヨ 能登谷

勝山 覚 勝山 睦子 熊谷 内田 節子 永井 津谷 秀男

大川 繁 山本 キヌ 永井 佐藤 哲行

高橋 浩一 中嶋 保徳 中野 江津子 本城 大川 繁 小塚

佐藤 洋子 近藤 中嶋 道政

成田 功 早川 政子 村上 高橋 二三男 高橋 和子

高橋 聡明 小坂 幸夫 柳谷 博志 田村 輝夫

田村 洋二 亀山 栄治 高橋 利春 長谷川 啓一

似内 むつ子 田村 吉田 きぬ子 金子

前田 民子 あに会 杉山 静子 あに会 橋本 睦子 あに会 田村 貞子 あに会

新田 和枝 あに会 松井 行雄 合川会 松井 菜穂子 合川会 佐藤 昭雄 森吉会

佐藤 金作 森吉会

2018年10月12日

出席者名簿
※　個人情報保護のため氏名(旧姓)のみとしました。
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