
福東ＯＢ会 会員名簿

　氏　　名 　居　住　地 　氏　　名 　居　住　地 　氏　　名 　居　住　地 　氏　名 　居　住　地
1 青山　　昌 福島市 41 菅野　正治 福島市 81 庄司　友一 伊達市 121 原田　敏行 南相馬市
2 安達　泰男 伊達市 42 菅野　育子 　〃 82 末木　貫一 伊達市 122 原田　弘志 伊達郡
3 阿部　かおり 伊達郡 43 菅野　真教 伊達市 83 鈴木　紀江 南相馬市 123 樋口　文雄 伊達市
4 阿部　慶光 福島市 44 菅野　久子 　〃 84 鈴木　晴雄 伊達市 124 樋口　ゆう子 　〃
5 新井　信恵 伊達市 45 菅野　亘 伊達市 85 鈴木　悦子 　〃 125 広畑　裕子 南相馬市
6 飯塚　子太郎 南相馬市 46 菊池　久吾 伊達市 86 須藤　文義 宮城県 126 福重　康弘 伊達市
7 飯沼　律子 伊達市 47 菊池　久子 　〃 87 清野　厚子 伊達市 127 藤田　永子 伊達市
8 池田　幸子 伊達市 48 菊池　さち子 南相馬市 88 関谷　昌樹 福島市 128 藤原　一枝 伊達市
9 池田　　巧 伊達市 49 橘内　真理子 伊達市 89 関根　宏宜 福島市 129 古川　弘明 福島市
10 今村　誠輔 伊達市 50 草野　　淳 福島市 90 高野　ひろみ 福島市 130 逸見　知二 福島市
11 今村　敏昭 伊達市 51 黒羽　達則 福島市 91 高橋　一郎 福島市 131 松浦　ひとみ 南相馬市
12 岩城　哲治 伊達郡 52 黒羽　久子 　〃 92 高橋　良子 　〃 132 松浦　正也 伊達市
13 牛渡　剛清 いわき市 53 小林　昭治 南相馬市 93 高橋　勝司 伊達市 133 松浦　みつえ 伊達市
14 江井　芳秀 南相馬市 54 小針　孝子 伊達市 94 高橋　正博 福島市 134 松澤　一成 福島市
15 遠藤　幸一 伊達市 55 木幡　孝一 南相馬市 95 高橋　良夫 伊達市 135 松澤　路子 　〃
16 遠藤　恵美子 　〃 56 紺野　朋子 伊達市 96 高山　光晴 福島市 136 松本　克己 南相馬市
17 遠藤　　洋 南相馬市 57 紺野　ヒロ子 南相馬市 97 竹村　信子 南相馬市 137 丸岩　　眞 南相馬市
18 遠藤　正美 福島市 58 後藤　美由紀 伊達郡 98 千葉　一則 伊達市 138 丸山　群次 南相馬市
19 大内　久美子 伊達市 59 権藤　斉嗣 伊達市 99 照井　邦彦 伊達市 139 水上　　薫 伊達市
20 大亀　祐壽 南相馬市 60 齋藤　一雄 伊達市 100 東海林　一弘 福島市 140 宮本　尋子 栃木県
21 大谷　トメ子 南相馬市 61 齋藤　勝則 伊達市 101 時政　大典 伊達市 141 村上　嘉昭 福島市
22 大友　キイ子 伊達市 62 齋藤　和子 　〃 102 中村　和彦 伊達市 142 茂木　勝行 福島市
23 大橋　義信 伊達市 63 斉藤　　清 伊達郡 103 中村　行雄 福島市 143 門馬　直成 東京都
24 岡崎　真由美 伊達市 64 斎藤　幸治 伊達市 104 長井　浩志 南相馬市 144 矢崎　英毅 福島市
25 荻原　　司 伊達市 65 斎藤　京子 　〃 105 永澤　広美 相馬郡 145 山口　裕 福島市
26 越智　　敬 福島市 66 斎藤　正吾 伊達市 106 西坂　克己 福島市 146 山本　繁 南相馬市
27 小野　勇二 伊達市 67 斎藤　信夫 伊達市 107 西坂　愛子 　〃 147 吉岡　邦夫 相馬市
28 小野寺　克美 伊達市 68 斎藤　久美 　〃 108 西坂　裕晃 福島市 148 吉岡　智佐子 　〃
29 片平　伸一 福島市 69 斎藤　華恵 伊達市 109 西坂　　弘 福島市 149 吉田　美智子 南相馬市
30 加藤　善貞 伊達市 70 齊藤　宏明 福島市 110 根本　明彦 福島市 150 渡辺　一子 相馬市
31 加藤　嘉弘 福島市 71 齋藤　裕信 福島市 111 野田　順子 宮城県 151 渡辺　俊寿 伊達市
32 加藤　八重子 　〃 72 佐久間　正明 伊達郡 112 橋本　美恵子 福島市 152 渡辺　眞次 伊達市
33 金澤　　武 南相馬市 73 佐藤　和典 伊達市 113 籏野　一典 伊達市 153 渡辺　次夫 伊達市
34 亀井　圭子 伊達市 74 佐藤　桂子 相馬郡 114 籏野　裕子 　〃 154 渡部　一 福島市
35 菅野　敦子 伊達市 75 佐藤　貴幸 伊達市 115 花澤　美智子 南相馬市 155 渡部　美貴 南相馬市
36 菅野　一吉 南相馬市 76 佐藤　浩明 伊達市 116 羽根　　晃 伊達市 156 渡辺  森夫 福島市
37 菅野  勝也 山形県 77 佐藤　静香 　〃 117 羽根　裕子 　〃 157
38 菅野  純一 伊達市 78 佐藤　洋子 伊達市 118 濱嶋　孝男 福島市 158
39 菅野　正平 伊達市 79 宍戸　恵美子 伊達市 119 原　　 幹夫 神奈川県 159
40 菅野　正昭 伊達市 80 宍戸　公義 福島市 120 原田　一子 南相馬市 160

　　　　平成３１年２月２５日現在

 


