
年会費未納者リスト（2022年9月30日時点）

※対象年度：2018年度-2022年度の5年間
※50音順、敬称略

No. 氏名（敬称略） フリガナ 未納年数 備考 No. 氏名（敬称略） フリガナ 未納年数 備考

1 青木 憲子 アオキ ノリコ 2年分 46 小野 正美 オノ マサミ 3年分

2 青木 佑奈 アオキ ユウナ 5年分 47 垣内 千恵 カキウチ チエ 2年分

3 青谷 香美 アオタニ キョウミ 2年分 48 賀来 冴子 カク サエコ 5年分

4 浅川 明弘 アサカワ アキヒロ 1年分 50 片岡 恵 カタオカ メグミ 5年分

5 浅野 恵美 アサノ エミ 1年分 51 金子 仁子 カネコ ヒトコ 2年分

7 阿部 早織 アベ サオリ 4年分 52 金子 玲 カネコ レイ 3年分

6 安部 茂 アベ シゲル 5年分 53 兼崎 美和 カネザキ ミワ 4年分

8 安保 肇子 アボ ハツコ 1年分 54 椛島 博子 カバシマ ヒロコ 4年分

9 天方 將人 アマカタ マサト 2年分 55 甲 克子 カブト カツコ 2年分

10 新井 ひろ子 アライ ヒロコ 4年分 56 髪口 幸 カミグチ ミユキ 3年分

11 飯田 高広 イイダ タカヒロ 5年分 57 亀井 淳三 カメイ ジュンソウ 4年分

12 五十嵐 郷子 イガラシ キョウコ 5年分 58 加茂 千恵 カモ チエ 5年分

13 五十嵐 麻衣 イガラシ マイ 5年分 59 河岸 佳子 カワギシ ヨシコ 4年分

14 池田 真理子 イケダ マリコ 1年分 60 河内 あつ子 カワチ アツコ 3年分

15 池田 桂子 イケダ ケイコ 1年分 61 川村 亜紀 カワムラ アキ 1年分

16 池永 瑞貴 イケナガ ミズキ 4年分 62 川本 裕一 カワモト ユウイチ 5年分

17 生駒 美穂子 イコマ ミホコ 2年分 64 菊池 沙季 キクチ サキ 5年分

18 伊澤 登志子 イザワ トシコ 5年分 65 北川 美香 キタガワ ミカ 1年分

20 石川 奈美子 イシカワ ナミコ 3年分 66 北村 真樹子 キタムラ マキコ 5年分

19 石川 博臣 イシカワ ヒロオミ 5年分 67 吉川 沙苗 キッカワ サナエ 4年分

21 石田 寿子 イシダ ヒサコ 1年分 68 木村 加奈子 キムラ カナコ 1年分

22 石橋 照代 イシバシ テルヨ 4年分 70 木村 陽一 キムラ ヨウイチ 4年分

23 磯川 佑美恵 イソカワ ユミエ 2年分 69 木村 鏡子 キムラ キョウコ 5年分

24 市村 菜奈 イチムラ ナナ 5年分 71 金馬 千絵 キンバ チエ 3年分

25 伊藤 陽子 イトウ ヨウコ 1年分 72 枸杞 千春 クコ チハル 3年分

26 伊東 知美 イトウ トモミ 3年分 75 久保 真美 クボ マナミ 1年分

27 稲垣 貴惠 イナガキ タカエ 2年分 74 久保 早苗 クボ サナエ 2年分

28 稲垣 昌博 イナガキ マサヒロ 3年分 73 久保 和彦 クボ カズヒコ 3年分

29 今井 朋子 イマイ トモコ 5年分 77 倉本 准子 クラモト ジュンコ 3年分

30 入江 栄一 イリエ エイイチ 3年分 78 栗原 冬子 クリハラ フユコ 3年分

31 岩永 珠季 イワナガ タマキ 4年分 79 黒澤 美穂 クロサワ ミホ 5年分

32 後田 由紀 ウシロダ ユキ 3年分 80 桑塚 惠子 クワツカ ケイコ 2年分

33 内田 美智子 ウチダ ミチコ 4年分 81 幸山 志歩 コウヤマ シホ 2年分

34 宇津美 早希 ウツミ サキ 4年分 82 小阪 明仁 コサカ アキヒト 4年分

35 宇野 愼一 ウノ シンイチ 1年分 83 後藤 真紀 ゴトウ マキ 1年分

36 江藤 不二子 エトウ フジコ 1年分 85 近藤 美保 コンドウ ミホ 1年分

37 大浦 佳子 オオウラ ヨキコ 3年分 86 近藤 望 コンドウ ノゾミ 4年分

39 大隅 晃一 オオスミ コウイチ 5年分 88 斉藤 京子 サイトウ キョウコ 2年分

40 太田 美津子 オオタ ミツコ 2年分 87 斉藤 博明 サイトウ ヒロアキ 5年分

41 大槻 恭子 オオツキ キョウコ 2年分 89 阪上 未紀 サカウエ ミキ 4年分

42 大西 敏雄 オオニシ トシオ 1年分 90 榮 美貴子 サカエ ミキコ 3年分

43 大場 富美子 オオバ フミコ 1年分

44 岡 栄美 オカ ヨシミ 4年分

45 岡田 なぎさ オカダ ナギサ 1年分
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91 坂口 彰浩 サカグチ アキヒロ 4年分 136 谷藤 純 タニフジ ジュン 3年分

92 佐々木 美和子 ササキ ミワコ 5年分 137 玉木 理恵子 タマキ リエコ 2年分

95 佐藤 ひろ美 サトウ ヒロミ 1年分 138 玉里 優希 タマザト ユキ 2年分

97 佐藤 真由美 サトウ マユミ 1年分 139 千葉 瑞詠 チバ ミズエ 2年分

94 佐藤 育子 サトウ イクコ 4年分 140 ⾧ 知子 チョウ トモコ 4年分

93 佐藤 裕美 サトウ ヒロミ 5年分 141 津田 桂枝 ツダ ヨシエ 4年分

96 佐藤 秋絵 サトウ アキエ 5年分 142 土屋 由紀 ツチヤ ユキ 2年分

98 佐野 千枝子 サノ チエコ 4年分 143 都築 繁利 ツヅキ シゲトシ 1年分

99 更井 幸子 サライ サチコ 5年分 144 坪内 みゆき ツボウチ ミユキ 1年分

100 塩谷 幸祐 シオタニ コウスケ 2年分 145 寺地 真代 テラチ マヨ 4年分

102 清水 勇人 シミズ ハヤト 2年分 146 寺本 友理 テラモト ユリ 1年分

103 下出 道弘 シモデ ミチヒロ 4年分 147 土井 美奈子 ドイ ミナコ 1年分

104 下堂薗 佳代 シモドウゾノ カヨ 1年分 148 戸塚 忍 トツカ シノブ 1年分

105 白川 幸代 シラカワ サチヨ 2年分 149 富岡 直哉 トミオカ ナオヤ 1年分

106 白土 秀樹 シラツチ ヒデキ 3年分 150 富島 瑞穂 トミシマ ミズホ 2年分

107 新開 恕 シンカイ ヒロ 3年分 151 豊住 愛 トヨズミ アイ 3年分

108 新村 昌代 シンムラ マサヨ 4年分 152 中井 典子 ナカイ ノリコ 1年分

109 菅井 千尋 スガイ チヒロ 2年分 153 永井 茉奈 ナガイ マナ 2年分

110 杉浦 百合野 スギウラ ユリノ 4年分 154 中沢 記子 ナカザワ ノリコ 2年分

111 助川 康子 スケガワ ヤスコ 3年分 155 永島 美樹 ナガシマ ミキ 5年分

112 鈴木 力生 スズキ リキオ 1年分 156 中野 文 ナカノ アヤ 3年分

113 鈴木 瑛宏 スズキ アキヒロ 4年分 159 中村 昌代 ナカムラ マサヨ 4年分

114 妹尾 章子 セノオ アキコ 2年分 157 中村 綾子 ナカムラ アヤコ 5年分

115 田井 裕子 タイ ユウコ 2年分 160 中村 裕子 ナカムラ ユウコ 5年分

116 高尾 映美子 タカオ エミコ 5年分 162 中山 菜々美 ナカヤマ ナナミ 1年分

117 高橋 千晶 タカハシ チアキ 1年分 161 中山 浩子 ナカヤマ ヒロコ 3年分

120 高橋 千佳 タカハシ チカ 1年分 163 夏川 知輝 ナツカワ トモアキ 4年分

121 高橋 美帆 タカハシ ミホ 2年分 164 鍋倉 京子 ナベクラ キョウコ 4年分

118 高橋 照代 タカハシ テルヨ 3年分 165 成川 静江 ナリカワ シズエ 3年分

119 高橋 美貴 タカハシ ミキ 3年分 166 西尾 茂美 ニシオ シゲミ 3年分

122 高畑 真央 タカハタ マオ 4年分 167 西河 潤 ニシカワ ジュン 2年分

123 田上 真理子 タガミ マリコ 4年分 168 西川 美由紀 ニシカワ ミユキ 5年分

124 宝田 信子 タカラダ ノブコ 4年分 169 錦戸 佳奈 ニシキド カナ 5年分

126 竹内 淳子 タケウチ ジュンコ 3年分 170 西田 佐知 ニシダ サチ 5年分

129 竹田 弓子 タケダ ユミコ 1年分 172 西別府 友香 ニシベップ トモカ 4年分

127 武田 比早子 タケダ ヒサコ 2年分 173 西村 奈奈 ニシムラ ナナ 1年分

128 武田 緑 タケダ ミドリ 2年分 174 西山 明子 ニシヤマ アキコ 4年分

130 竹林 直紀 タケバヤシ ナオキ 1年分 175 二瓶 和樹 ニヘイ カズキ 5年分

131 立田 絹子 タツタ キヌコ 5年分 176 野添 麻美 ノゾエ アサミ 3年分

132 立野 慶 タテノ ケイ 2年分 177 野中 直子 ノナカ ナオコ 1年分

133 田中 幸恵 タナカ ユキエ 1年分 178 野村 栄美 ノムラ エミ 2年分

134 田中 ゆう紀 タナカ ユウキ 5年分 179 白 鴻志 ハク コウシ 5年分

135 谷口 里江 タニグチ リエ 1年分 180 橋口 友紀 ハシグチ ユウキ 2年分
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182 橋本 洋子 ハシモト ヨウコ 2年分 226 三上 修 ミカミ オサム 4年分

181 橋本 久美子 ハシモト クミコ 4年分 227 見谷 貴代 ミタニ タカヨ 1年分

183 畑 啓昭 ハタ ヒロアキ 3年分 228 宮川 てまり ミヤガワ テマリ 5年分

184 花井 百合江 ハナイ ユリエ 2年分 229 宮崎 千佐子 ミヤザキ チサコ 5年分

185 馬場 美幸 ババ ミユキ 3年分 230 宮田 郁 ミヤタ イク 1年分

186 波部 尚美 ハベ ナオミ 2年分 231 宮本 俊明 ミヤモト トシアキ 4年分

187 濱崎 喜與志 ハマサキ キヨシ 1年分 232 村上 杏里 ムラカミ アンリ 4年分

188 濱崎 佐津希 ハマサキ サツキ 1年分 233 村田 正典 ムラタ マサノリ 4年分

189 浜多 美奈子 ハマダ ミナコ 1年分 234 村野 由美子 ムラノ ユミコ 5年分

190 林 雅則 ハヤシ マサノリ 2年分 235 村山 弘之 ムラヤマ ヒロユキ 1年分

191 林 佳代 ハヤシ カヨ 5年分 236 森 はや子 モリ ハヤコ 3年分

192 針生 美香 ハリウ ミカ 4年分 237 森嶌 淳友 モリシマ アツトモ 5年分

193 板東 優太 バンドウ ユウタ 4年分 239 八代 英子 ヤシロ エイコ 3年分

194 番野 由子 バンノ ヨシコ 4年分 240 安田 侑里子 ヤスダ ユリコ 4年分

195 東野 清恵 ヒガシノ キヨエ 2年分 241 柳澤 琢史 ヤナギサワ タクフミ 4年分

196 日高 沙希 ヒダカ サキ 3年分 242 山口 聡子 ヤマグチ サトコ 3年分

197 平山 桂子 ヒラヤマ ケイコ 2年分 244 山下 美紀 ヤマシタ ミキ 3年分

198 福嶋 瑠華 フクシマ ルカ 5年分 243 山下 公子 ヤマシタ キミコ 4年分

199 福壽 美奈子 フクジュ ミナコ 4年分 245 山城 さつき ヤマシロ サツキ 4年分

200 福田 加代美 フクダ カヨミ 1年分 246 山田 啓司 ヤマダ ケイシ 1年分

201 福田 克彦 フクダ カツヒコ 4年分 247 山本 祥太 ヤマモト ショウタ 5年分

202 福本 亮 フクモト リョウ 4年分 248 由良 都至子 ユラ トシコ 5年分

203 藤田 照子 フジタ テルコ 3年分 249 横田 ゆか ヨコタ ユカ 4年分

204 藤田 美雪 フジタ ミユキ 3年分 250 横山 亜希 ヨコヤマ アキ 4年分

205 藤原 桜 フジワラ サクラ 1年分 251 吉澤 真由美 ヨシザワ マユミ 1年分

206 船崎 外茂子 フナサキ トモコ 5年分 252 吉田 益喜 ヨシダ マスキ 5年分

207 古川 瑞紀 フルカワ ミズキ 2年分 253 吉野 真奈実 ヨシノ マナミ 4年分

208 北條 理恵子 ホウジョウ リエコ 5年分 254 吉原 秀樹 ヨシハラ ヒデキ 1年分

210 星野 潤 ホシノ ジュン 5年分 255 若井 和子 ワカイ カズコ 2年分

211 本多 由紀子 ホンダ ユキコ 4年分 256 若井 光 ワカイ ヒカル 2年分

212 本間 佐衣子 ホンマ サエコ 1年分 257 若林 美貴 ワカバヤシ ミキ 5年分

213 枡田 久美子 マスダ クミコ 3年分 258 脇田 洋子 ワキタ ヨウコ 2年分

214 松井 隆良 マツイ タカヨシ 4年分 259 和田 真澄 ワダ マスミ 1年分

215 松浦 久美子 マツウラ クミコ 4年分 260 和田 匡史 ワダ タダシ 1年分

216 松尾 寿美恵 マツオ スミエ 1年分 261 渡邉 映理 ワタナベ エリ 2年分

217 松岡 直未 マツオカ ナオミ 3年分 262 渡辺 豊明 ワタナベ トヨアキ 4年分

218 松崎 ひとみ マツザキ ヒトミ 2年分

219 松澤 祥子 マツザワ ショウコ 3年分

220 松谷 雅子 マツタニ マサコ 1年分

221 松⾧ 千晴 マツナガ チハル 2年分

222 松沼 瑠美子 マツヌマ ルミコ 5年分

223 松村 明美 マツムラ アケミ 3年分

225 松山 環 マツヤマ タマキ 5年分
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