
（敬称略、順不同）

都道府県名 市町村名 氏　　名 都道府県名 市町村名 氏　　名

北海道 せたな町 高橋　貞光 秋田県 大仙市 老松　博行

北海道 真狩村 佐々木　和見 山形県 南陽市 白岩　孝夫

北海道 喜茂別町 菅原　章嗣 山形県 金山町 鈴木　洋

北海道 共和町 山本　栄二 山形県 舟形町 森　富広

北海道 泊村 牧野　浩臣 山形県 鮭川村 元木　洋介

北海道 神恵内村 高橋　昌幸 山形県 戸沢村 渡部　秀勝

北海道 南幌町 三好　富士夫 福島県 福島市 木幡　浩

北海道 南富良野町 池部　 彰 福島県 川俣町 佐藤　金正

北海道 厚真町 宮坂　尚市朗 福島県 三春町 鈴木　義孝

北海道 新得町 浜田　正利 福島県 小野町 大和田　昭

北海道 清水町 阿部　一男 福島県 棚倉町 湯座　一平

北海道 池田町 勝井　勝丸 福島県 矢祭町 古張　允

北海道 本別町 髙橋　正夫 福島県 鮫川村 大樂　勝弘

北海道 福島町 鳴海　清春 福島県 湯川村 三澤　豊隆

青森県 平内町 船橋　茂久 福島県 柳津町 井関　庄一

青森県 東北町 蛯名　鉱治 福島県 磐梯町 五十嵐　源市

青森県 板柳町 成田　誠 福島県 檜枝岐村 星　光祥

岩手県 岩手町 佐々木　光司 福島県 塙町 宮田　秀利

岩手県 矢巾町 髙橋　昌造 茨城県 龍ケ崎市 中山　一生

岩手県 金ヶ崎町 髙橋　由一 栃木県 真岡市 石坂　真一

岩手県 田野畑村 石原　弘 栃木県 さくら市 花塚　隆志

宮城県 大崎市 伊藤　康志 栃木県 茂木町 古口　達也

宮城県 加美町 猪股　洋文 群馬県 東吾妻町 中澤　恒喜

宮城県 蔵王町 村上　英人 群馬県 嬬恋村 熊川　栄

秋田県 横手市 髙橋　大 群馬県 高山村 後藤　幸三
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群馬県 邑楽町 金子　正一 山梨県 富士川町 志村　学

群馬県 千代田町 高橋　純一 山梨県 忍野村 天野　多喜雄

群馬県 明和町 冨塚 基輔 山梨県 鳴沢村 小林　優

埼玉県 熊谷市 富岡　清 長野県 生坂村 藤澤　泰彦

新潟県 小千谷市 大塚　昇一 長野県 佐久穂町 佐々木　勝

新潟県 糸魚川市 米田　徹 長野県 小海町 黒澤　弘

新潟県 五泉市 伊藤　勝美 長野県 南牧村 大村　公之介

新潟県 阿賀町 神田　敏郎 長野県 南相木村 中島　則保

新潟県 湯沢町 田村　正幸 長野県 北相木村 井出　髙明

新潟県 刈羽村 品田　宏夫 長野県 飯島町 下平　洋一

富山県 魚津市 村椿　晃 長野県 宮田村 小田切　康彦

富山県 氷見市 林　正之 長野県 平谷村 小池　正充

富山県 南砺市 田中　幹夫 長野県 松川町 深津　徹

富山県 上市町 中川　行孝 長野県 阿南町 勝野　一成

富山県 立山町 舟橋　貴之 長野県 阿智村 熊谷　秀樹

富山県 入善町 笹島　春人 長野県 売木村 清水　秀樹

石川県 白山市 山田　憲昭 長野県 天龍村 永嶺　誠一

石川県 珠洲市 泉谷　満寿裕 長野県 泰阜村 横前　明

石川県 川北町 前　哲雄 長野県 大鹿村 柳島　貞康

石川県 志賀町 小泉　勝 長野県 木祖村 唐澤　一寛

福井県 勝山市 山岸　正裕 長野県 南木曽町 向井　裕明

山梨県 南アルプス市 金丸　一元 長野県 筑北村 関川　芳男

山梨県 笛吹市 山下　政樹 長野県 小谷村 松本　久志

山梨県 市川三郷町 久保　眞一 長野県 大町市 牛越　徹

山梨県 早川町 辻　一幸 長野県 池田町 甕　聖章
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長野県 松川村 平林　明人 三重県 伊勢市 鈴木　健一

長野県 安曇野市 宮澤　宗弘　 三重県 鳥羽市 中村　欣一郎

岐阜県 関市 尾関　健治 三重県 志摩市 竹内　千尋

岐阜県 中津川市 青山　節児 三重県 伊賀市 岡本　栄　

岐阜県 山県市 林　宏優 三重県 名張市 亀井　利克

岐阜県 瑞穂市 棚橋　敏明 三重県 熊野市 河上　敢二

岐阜県 下呂市 服部　秀洋 三重県 御浜町 大畑　　覚

岐阜県 海津市 松永　清彦 滋賀県 日野町 藤澤　直広

岐阜県 養老町 大橋　孝 滋賀県 彦根市 大久保　貴

岐阜県 揖斐川町 富田　和弘 滋賀県 竜王町 西田　秀治

岐阜県 大野町 宇佐美　晃三 京都府 福知山市 大橋　一夫

岐阜県 池田町 岡崎　和夫 京都府 京丹後市 三崎　政直

岐阜県 富加町 板津　徳次 兵庫県 養父市 広瀬　栄

岐阜県 川辺町 佐藤　光宏 兵庫県 たつの市 山本　実

岐阜県 七宗町 井戸　敬二 兵庫県 加東市 安田　正義

岐阜県 御嵩町 渡邊　公夫 兵庫県 佐用町 庵逧　典章

岐阜県 白川村 成原　茂 兵庫県 西脇市 片山　象三

静岡県 川根本町 鈴木　敏夫 兵庫県 多可町 吉田　一四

静岡県 函南町 仁科　喜世志 奈良県 橿原市 森下　豊

愛知県 豊根村 伊藤　実 奈良県 山添村 森中　利也

愛知県 設楽町 横山　光明 奈良県 安堵町 西本　安博

愛知県 東栄町 村上　孝治 奈良県 明日香村 森川　裕一

三重県 桑名市 伊藤　徳宇 奈良県 王寺町 平井　康之

三重県 いなべ市 日沖　靖 奈良県 広陵町 山村　吉由

三重県 菰野町 石原　正敬 奈良県 吉野町 北岡　篤
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奈良県 下北山村 南 正文 岡山県 和気町 草加　信義

奈良県 上北山村 山室　潔 岡山県 鏡野町 山崎　親男

奈良県 川上村 栗山　忠昭 岡山県 西粟倉村 青木　秀樹

奈良県 東吉野村 水本　実 広島県 竹原市 今榮　敏彦

和歌山県 美浜町 森下　誠史 広島県 三原市 天満　祥典

和歌山県 印南町 日裏　勝己 広島県 府中市 小野　申人

和歌山県 日高川町 久留米　啓史 広島県 三次市 増田　和俊

和歌山県 北山村 山口　賢治 広島県 安芸高田市 浜田　一義

和歌山県 かつらぎ町 井本　泰造 広島県 海田町 西田　祐三

鳥取県 若桜町 矢部　康樹 広島県 熊野町 三村　裕史

鳥取県 三朝町 松浦　弘幸 広島県 坂町 吉田　隆行

鳥取県 湯梨浜町 宮脇　正道 広島県 大崎上島町 高田　幸典

鳥取県 琴浦町 小松　弘明 広島県 世羅町 奥田　正和

鳥取県 北栄町 松本　昭夫 広島県 神石高原町 入江　嘉則

鳥取県 南部町 陶山　清孝 広島県 廿日市市 眞野　勝弘

鳥取県 伯耆町 森安　保 徳島県 阿波市 藤井　正助

島根県 松江市 松浦　正敬 徳島県 美馬市 藤田　元治

島根県 出雲市 長岡　秀人 徳島県 石井町 小林　智仁

島根県 安来市 近藤　宏樹 徳島県 神山町 後藤　正和

島根県 江津市 山下　　修 徳島県 那賀町 坂口　博文

島根県 飯南町 山碕　英樹 徳島県 海陽町 三浦　茂貴

島根県 川本町 三宅　　実 徳島県 松茂町 吉田　直人

島根県 吉賀町 岩本　一巳 香川県 まんのう町 栗田　隆義

岡山県 倉敷市 伊東　香織 香川県 琴平町 片岡　英樹

岡山県 新見市 池田　一二三 愛媛県 今治市 菅　良二
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愛媛県 大洲市 二宮　隆久 福岡県 築上町 新川　久三

愛媛県 西予市 管家　一夫 佐賀県 唐津市 峰　達郎

愛媛県 砥部町 佐川　秀紀 佐賀県 吉野ケ里町 伊東　健吾

高知県 土佐清水市 泥谷　光信 佐賀県 基山町 松田　一也

高知県 四万十市 中平　正宏 佐賀県 上峰町 武廣　勇平

高知県 香南市 清藤　真司 佐賀県 江北町 山田　恭輔

高知県 田野町 常石　博髙 長崎県 川棚町 山口　文夫

高知県 北川村 上村　誠 熊本県 嘉島町 荒木　泰臣

高知県 馬路村 山﨑　出 熊本県 美里町 上田　泰弘

高知県 本山町 細川　博司 熊本県 和水町 髙巣　泰廣

高知県 大豊町 岩﨑　憲郎 熊本県 御船町 藤木　正幸

高知県 土佐町 和田　守也 熊本県 甲佐町 奥名　克美

高知県 大川村 和田　知士 熊本県 錦町 森本　完一

高知県 いの町 池田　牧子 熊本県 多良木町 吉瀬　浩一郎

高知県 仁淀川町 大石　弘秋 熊本県 湯前町 鶴田　正己

高知県 中土佐町 池田　洋光 熊本県 水上村 中獄　弘継

高知県 越知町 小田　保行 熊本県 相良村 徳田　正臣

高知県 梼原町 吉田　尚人 熊本県 五木村 和田　拓也

高知県 日高村 戸梶　眞幸 熊本県 山江村 内山　慶治

高知県 黒潮町 大西　勝也 熊本県 球磨村 柳詰　正治

福岡県 那珂川市 武末　茂喜 熊本県 あさぎり町 愛甲　一典

福岡県 うきは市 髙木　典雄 大分県 日田市 原田　啓介

福岡県 飯塚市 片峯　誠 大分県 津久見市 川野　幸男

福岡県 川崎町 手嶋　秀昭 大分県 九重町 日野　康志

福岡県 糸田町 佐々木　淳 大分県 中津市 奥塚　正典
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宮崎県 宮崎市 戸敷　正

宮崎県 国富町 中別府　尚文

宮崎県 木城町 半渡　英俊

鹿児島県 曽於市 五位塚　剛

鹿児島県 いちき串木野市 田畑　誠一

鹿児島県 湧水町 池上　滝一

沖縄県 うるま市 島袋　俊夫

沖縄県 西原町 上間　明

沖縄県 大宜味村 宮城　功光

沖縄県 北中城村 新垣　邦男

沖縄県 中城村 浜田　京介

261名
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