
「英霊を被告にして委員会」補助参加人名簿 ＜H29-10-12 現在 6000 名；手続き中を含む＞ 

 

《代 表》 中村重行（京都北山の神主） 《副代表・関東担当》村田春樹（自治基本条例に反対する市民の会） 
 
《弁護団》 
〔東京〕高池勝彦（弁護団団長）  尾﨑幸廣 内田 智 渡邊泰範 内野経一郎 荒木田修 
〔大阪〕徳永信一（弁護団事務局） 中村正彦 岩原義則 猪野愈（京都） 上原千可子（福井） 浅井岩根（名古屋） 
 
《国会議員（現・前・元）、文化人》 

[筆頭参加人]  鴻池祥肇（参）  
長尾たかし（衆） 山田賢司（衆） 大西宏幸（衆） 東 徹（参） 向山好一（前衆） 三木圭恵（前衆） 田沼隆志（前衆） 

[筆頭参加人]  津川雅彦（俳優） 

金美麗（評論家） 竹田恒泰（評論家） 加瀬英明（外交評論家） 湯澤貞（靖國神社八代宮司、靖国会総代） 津村忠臣（関西戦中派の

会） 三輪和雄（日本世論の会） 小山和伸（神奈川大教授） 藤岡信勝（元東大教授） 山田惠久（国民新聞） 松浦光修（皇学館大教

授） 小林路義（鈴鹿国際大名誉教授） 青木英実（中村学園大教授） 岡本幸治（大阪国際大名誉教授） 叡南覚範（世界連邦日本仏教

徒協議会） 田母神俊雄（第 29 代航空幕僚長） 鈴木信行（維新政党新風） 田中節子（前相愛短大講師） 栗原宏文（元愛媛大教授） 

久野潤（大阪国際大講師） 森敬恵（ソプラノ歌手） 金子宗徳（日本国体学会） 森靖喜（森教育学園） 西村幸祐（評論家） 三浦小

太郎（評論家） 山内健生（拓大客員教授） 一色正春（元海上保安官） 富永健（皇學館大学教授） 細谷清（日本近現代史研究会 事

務局長） 山口宗敏（水交会常務理事・「第 2 航空戦隊（飛龍）」司令官、多聞中将御子息） 宮嶋茂樹（カメラマン） 
 
《地方議員（現・前・元）》 
■東日本  土屋敬之（前東京都） 松浦芳子（東京都杉並区） 二瓶文隆（前東京都中央区） 山本光宏（大和市） 添田隆晴（前伊勢田市） 小坂英
二（荒川区） 宮崎文雄（前東京都文京区） 山本閉留巳（前東京都港区） 鈴木正人（埼玉県） 吉田康一郎（元東京都） 小島健一（神奈川県） 三
木由美子（前藤沢市） 犬伏秀一（前大田区） 中村善吉（前多賀城市） 臼井正一（千葉県） 小菅基司（秦野市） 大西宣也（町田市） 宍倉清蔵（千
葉市） せぬま剛（足立区） 藤沢澄雄（北海道） 今野隆吉（宮城県） 上橋泉（柏市） 黒川勝（横浜市） 三井田孝欧（柏崎市） 牧野圭佑（愛知
県江南市） 宇佐美汝久愛（名古屋市） 小嶋吉浩（取手市） 鈴木松蔵（久喜市） 相沢光哉（宮城県） 佐々木薫（新潟市） 伊勢田幸正（富士見市）  
■西日本  和田有一朗（兵庫県） 辻淳子（大阪市） 岡崎源太朗（呉市） 神谷宗幣（元吹田市） 水の上成彰（堺市） 野村剛志（大阪府豊能町） 
三浦由紀（大分市） 森脇保仁（兵庫県） 上島一彦（大阪府） 武智秀生（箕面市） 本多穰（藤井寺市） 樽本丞丈（東大阪市） 浅田五郎（長崎市） 
稲田悦治（岸和田市） 高山博光（福岡市） 森多三郎（久留米市） 仲間均（石垣市） 岡佑樹（徳島県） 吉村和三治（八尾市） 波多洋治（岡山県） 
赤澤幹温（倉敷市） 野口三孝（長崎市） 大河内茂太（宝塚市） 山田勝則（元岡山県浅口市）  岡孝治（元徳島市） 山本敬子（宝塚市） 角田俊
司（廿日市市） 杉本延博（御所市） 浜田茂久（南九州市） 丸岡鉄也（尼崎市） 柿花道明（吹田市） 黒川治（兵庫県） 沖田範彦（前呉市） 石
川勝（前吹田市） 長瀬猛（神戸市） 石橋良三（広島県） 尾上克雅（箕面市） 正木文男（阿波市） 今井篤（大阪市） 廣田和美（大阪市） 木下
一馬（大阪市） 片山一歩（大阪市） 中村麻衣（大阪府） 新澤良文（奈良県高取町） 橋本尚理（山口県） 中野郁吾（兵庫県） 上田弘文（川西市） 

徳安淳子（兵庫県） 
 
《各団体代表・幹事、オピニオンリーダー》 
森田章彦（OAJP）小川慎太郎（靖國の御霊に感謝する会） 小林幸子（二宮報徳会） 濱野晃吉（関西防衛を支える会） 葛目浩一（アイデンティティ） 
村上学（兵庫通信） 岡島茂雄（神州正気の会） 木上和高（日本世論の会神奈川） 辻井正房（李登輝友の会大阪支部） 家村和幸（日本兵法研究会） 中
島剛（創造文化研究所） 赤田正和（不二歌道会） 渡邉雅春（日本会議山口長門） 梶谷萬里子（県土・竹島を守る会） 山本和敏（日本時事評論） 中村
氻郎（有倫館学園） 近藤直樹（my 日本） 久保和照（日系文化振興会） 林玲子（日本世論の会愛知） 佐藤和夫（英霊の名誉を守り 顕彰する会） 本里
福治（戦史資料館） 杉田謙一（愛知の教育を考える会） 空花正人（NPO 法人百人の会） 田中弘邦（水交会湘南支部） 黒田秀高（京都伏見稲荷大社） 
増木直美（M 情報） 早川澄男（新潟市自衛隊協力会） 小野博司（日本会議高知） 竹内泰存（雨ニモマケズ普及会） 鈴木京子（正しい歴史を伝える
会） 河野賢治（日本会議大阪市支部） 魚谷哲夫（維新政党新風京都） 高橋幸一（日本会議岡山浅口支部） 中臺倉一（千葉市の未来をつくる会） 
守口孝（日本会議奈良大和支部） 上原正稔（作家） 江崎孝（狼魔人日記） 野田滋美（日本会議神奈川相模原支部） 入野守雄（稲毛新聞） 熊坂雄
一郎（つくる会鳥取県支部） 大野木徳喜（教育を考える石川県民の会） 渡辺元実（藤沢市の教育を考える会） 岡嵜幸平（日本会議立川支部） 山崎
英雄（キリストの幕屋札幌支部） 大平桂樹（㈱神路社） 木下芳太郎（大阪府軍恩連盟） 堀川博史（神道政治連盟京都府本部） 水野靖夫（正しい歴
史を学ぶ会） 谷辺勝啓（大和市の教育を考える会） 清家貞文（愛媛県神道青年会） 小川揚司（つくる会東京支部） 大槻健治（サイパン忠魂碑顕彰会） 
石黒大圓（日の丸行進の会） 佐藤精一（日本会議福島県本部） 近藤建（日本会議新潟県支部） 笠間信一郎（綾瀬の子供たちを見守る会）西脇宗克
（日本会議、世田谷・目黒） 篠田喜作（大和クラブ） 茶橋和夫（日本世論の会大阪支部） 寺本博（真珠湾九軍神顕彰碑を守る会） 濱野孝司（浜田
地区戦没者遺族連合会） 湯澤甲雄（横浜の教育を考える会） 福井成範（弘志会） 松谷仁造（自衛隊を応援する市民の会；島根）  
 

【弁護団】  
〔東京〕高池勝彦《団 長》 尾﨑幸廣 内田 智 渡邊泰範 内野経一郎 荒木田修 
〔大阪〕徳永信一《事務局》 中村正彦 岩原義則 猪野愈（京都） 上原千可子（福井） 浅井岩根（名古屋） 
 
《国 民 各 位》（ご家族は世帯主と思われる方を掲載） 
〔北海道〕 中塚尚 山本康弘 高橋三郎 間所裕子 砂金義人 高橋宏幸 飯島清恵 萩谷佳子 高野伸彦 大越雷太 後藤雅美 飯島清恵 佐藤清一 松岡尚徳 足立勝 

 水上春彦 足立高宏 保科直巳 松浦勝人 平崎葵 清水久 佐々木貴教 森田邦義 安食定雄 土田津恵子 伊藤早雄 原貞子 柳沢邦彦 柳沢美奈子 山崎亮 
菅田寿恵男 稲富美子 武田隆良 武田伸子 井出智 福島修子 久保早知子 吉田キヨ 奥田保 天谷陽子 宗像今朝蔵 花井ナツエ 大道衛子 三瀬啓治 
藤沢昭 木村光子 中村瑠美子 東尾ツル子 奥田純男 高野美知子 奥田エレナ 森泰文 芦原高穂 鎌田亜由 松谷俊 遠藤邦夫 井手恩頼徒 島田かおり 
丸谷竹次郎 山崎晋 吉野友英 奥田令仁 山本泰照 島谷内亨 山本紘輝 皆川京子 石井順子 山本泰照 島谷内亨 山本紘輝 川島千恵子 丸山睦雄    

〔青森〕 太田徳次 加藤智良 柴田千代治 倉持晶郎 秋穂義男 天野淑夫  
〔秋田〕 石井権八 藤川晃志 山谷銀次郎  
【岩手〕  熊澤淑子 鶴田仁 本郷優香 武岡明吉   
〔山形〕 佐川雅幸 山口鉄平 櫻本仁志 櫻本仁志 八巻学 小島圭貴 足立雄介 宮本匠 澤田吉 山口登喜雄 
〔宮城〕 高橋俊一 徳田静香 伊澤平藏 青柳宏太 千田美貴 佐藤彰悟 大友良明 三澤教子 児玉篤子 橘川真史 樋口節秀 早坂泰寛 野中登 松崎寿行 
〔福島〕 吉田隆重 深谷裕樹 安藤和典 国分晴夫 久米順之 冨田好弘 佐藤隆子 鈴木幸恵 芦名一彦 大森幹久 
〔新潟〕 本里純子 土田イネ 神田綾子 野村和香 小川原和典 中澤沙紀 黒丸幸志 吉田貴裕 黒丸幸志 藤村久美子 舩越隆司 野上里美 小林幸昌 西川千晶 

 伊藤佳介 伊藤佳介 山田フヨ 澤裕樹  
〔山梨〕 広瀬明美 芳賀明彦 山田篤 皆川郁冶 堀江千秋 小林克己 
〔長野〕 小林巧実 須田佳文 星野兼徳 佐藤正 村上眞裕美 富井章光 倉澤公義 倉澤公義 伊藤あゆみ 油井薫 古田浩章 小林伸子 渡邉吉孝 松村健悟 宮下俊樹   
〔栃木〕 小曽戸清文 柏崎純也 寺田収宏 渡瀬祐一 峰崎 椿 大谷重雄 島袋悠飛 中野英司 森知子 毛塚史郎 熊倉友一 末網和征 宮本一彦          
〔茨城〕 佐藤正行 鈴木幸久 柴﨑季雄 田中寿幸 中谷あゆみ 大原秀明 青木繁政 舩橋 健一 柴田弥希 鳥居徹夫 平山尚子 石川清彦 荻谷昭男 成田雄一 
〔群馬〕 中沢芳章 山田清彦 小林響子 金子優 米山誠司 内山路晴 櫻井和久 茂木明 古田部伸一 工藤貴弘 野中賢山 下田清美 松本均 長濱浩明 
〔富山〕  野坂嘉孝 松本雄大 成瀬眞一 山下重幸 和田学 高瀬宏司 山根進 須田岩生 高畠輝男 
〔石川〕  藤田順明 村本喜義 山本孝枝 金子信一 鍵主裕介 山岸長榛 山田克彦 諸橋茂一 大野木穂喜 森下秀昭 
〔埼玉〕 本作芳英 奥村俊仁 半本茂 桐澤美枝 原口昌人 大曲幾郎 篠原寿一 小林宏政 宮本和広 梶谷洋一 赤井洋 金子裕憲 今別府孝一 新谷和子 清水修 

 吉田明彦 川又勇雄 三橋雅昭 上畠裕美 茂木一政 國分幸宏 小野寺哲夫 坂巻勝実 小林義明 原田健 山本智史 佐藤麻由美 小野寺哲夫 菅野志保 
 長澤匠 高柳直矢 渡辺かすみ 大里利絵 池田舜 長野歩 池田舜 槇島広明 遊馬憲太郎 伊橋勲 持木正己 伊藤雄介 鹽見奈緒子 岩森圭子 吉田和生 
 赤須美香 加藤明彦 吉川千代子 村上みゆき 冨永信一 佐々木望 寺本祐也 金子直矢 金子義国 菅野宏人 佐藤昭夫 中尾泰三 小川顕吾 

〔千葉〕 近藤将充 石毛壯夫 池田秀一 齋藤公彦 佐野弘子 平松千恵 舞木佳夫 黒岩幹子 齊藤光博 砂川光朗 斉藤隆俊 大塚誠 加古輝政 天羽将博 猪野和子 
 田久保捷三 羽生美智子 古川勝博 福田明 石垣みゆき 木原高弘 小椋隆勇 伊東孝司 中臺倉一 菅原博三 遠藤雅士 和田俊輔 田中愛子 小室正明 
 三輪功大 松本将人 山崎透 野口朋恵 政池信也 鈴木弘一 金子一之 小松隆夫 石橋揚夫 木村武宗 浅沼信行 谷口明雄 石川隆英 井手勝美 槇田晃典 
 赤井八十二 嶋田敦子 金井泉寿 狩野達司 中島章男 木村勉 口石修 角田隆 市川勝  林浩司 大塚徹也  佐藤武 入江葉子 岩淵憲仁 市川勝 

〔東京〕   細田雅之 田上恭之 石井剛 小橋美智子 奥井儀隆 若崎竜也 福本美穂 山口順子 木村祥子 赤池正博 小野寺彰 広瀬昭八 森則文 神宮寺純一 足立剛 
  斉藤正悟 原口祐子 小泉千恵子 最上義雄 松井敏明 坂本行正 奥永八重子 天川幾法  廣田重徳 相馬康夫 高橋顕 高橋利夫 村井幹生 高山輝雄 
  堀丈夫 町田正巳 大久保慎 廣田直也 岸田真宏 白井裕一 細野久美子 金沢良昌 杉山達郎 成田貴子 坂口隆裕 中村真由美 片倉哲次郎 冨田ひろ子 

福田浩昌 横山慎一 三島秀庸 林真司 青柳雄大 藤本博 渡邊有 三浦陽子 平野壽 有江克 須藤定男 黒瀬洋子 梶謙二 山本和幸 神宮寺純一 

http://www.hou-nattoku.com/lawyers/lawyer_detail.php?lawyer_id=7587
http://www.hou-nattoku.com/lawyers/lawyer_detail.php?lawyer_id=7587


渡辺美智子 澤木裕子 梶原晴美 石原隆夫 渡部禎士 井筒征彦 島崎隆 南波泰幸 柳沼弘 小山信一 荒川冨士男 儀同慶子 山本英雄 大里英喜 西正昭 
西尾信一 安原昭一 松原久 荒木紫帆 古内良明 朝倉憲夫 実吉ことえ 飯田孝一 池田克彦 石川敦子 坂倉豊年 上村一樹 森幸雄 角谷恵子 三柴丈雄 
石井就一郎 島本昌彦 里祐一 須堯紀美子 須藤達弘 田澤正二 菅原光生 山守孝一 高橋智子 熊谷高博 石崎淑 山本基輝 波平健 平谷圭介 森谷昇 
加治佐伸一 橋立智典 西尾美代子 加藤義明 片桐徳一 中谷正明 荘林康次 青柿光祥 池田智則 中野亮子 仲原和孝 辻田剛志 岩橋はる美 佐藤和夫  
岩田義泰 小嶋未希 水林博昭 横山順 白井みさ 田中美穂子 梶原浩 清水英一 笠井千晶 小林悟 宮澤友子 足立勝俊 合谷寿晶 高橋易子 山本純代 
角谷孝志 石田保明 森隆広 水谷晴幸 芳川道子 鈴木尚志 石田幸雄 中川雅明 居軒和也 小林令子 小林健一 宮崎久恵 川田知弘 山本衛 杉原秀司 
高島秀和 梶原正太 鈴木元子 勝野寛史 小野寺雅之 松本淳一郎 本田智士 古田寿美子 星崎寛史 山口正雄 野口正紀 阿部和浩 坪倉大輔 奥園祐子 
阿形充規 飯塚政孝 飯塚四郎 矢口晴美 中野晋而 増井利恵子 白石敬一 日比野章 磯野香織 永井隆光 西本由利子 酒井健太郎 桑鶴啓伸 荒木正純 
中田三和子 大橋守道 岩井保和 東條秀隆 細郷輝人 井上明彦 田宮優一 福井春生 竹下潤子 橋本澄夫 石井雄一郎 日野謙之介 大久保琢也 石本透 
森井司 古宮良英 滝井芳子 岡田重道 森山秀雄 柏倉幸二 羽渕徹也 廣江三奈子 松沢星子 小原功士 永井由起子 上田和哉 高橋利幸 池田まり子 
津志田修一 柏木眞二 玉川博己 古川稔 古川稔 鵜澤靖 山根新一 青山慈 杉本幹夫 大橋克洋 牧野隆一 鈴木良一齋藤登 吉田雅之 小林裕 山﨑聡 
石崎安彦 佐藤彰彦 石井忠彦 奥村秀博 植田信治 埴原浩 佐藤芳雄 佐藤春栄 澤田健志 野水克幸 関戸康人 赤羽根力 熊沢正幸 相馬康夫 石井栄 
竹内泰存 野木英樹 木村節子 上里亮人 松本賦壽 伊藤房憲 小野英之 石井信博 山沢功 野口久雄. 高橋勇 山田光彦 渡邊有 内野大三郎 小林恒夫 
柳葉政視 好田良弘 石井俱太郎 高橋忠義 野田峰寛 矢島フミコ 大京寺由紀夫 藤森タエ子 斎田孝  

〔神奈川〕寺尾元宏 服部剛 三輪武司 濱田大三 吉矢秀人 山田せい子 鈴木健司 門山榮作 小倉加代子 高見いずみ 北澤今日香 中谷浩二 佐藤健二 鈴木大次 
吉本真璽 宗像和男 蒲田寛子 宅間勝男 児玉義忠 堂田光治 鈴木洋路 宮入紀彦 吉矢秀人 中村吉也 新垣薫 安田倫子 中村美登 鈴木和彦 吉筋健二 
柏村玲子 内田幸夫 本多光太郎 栗木榮彌 若林高明 井上あず美 小菅美恵子 小田切圭子 小堀隼輝 舮居崇 手塚信和 手塚信和 大野みどり 森竜一 
高岡靖 豊川譲治 小須田貴 久志村廣元 加藤裕弘 石塚準次 神谷重行 森山加代子 市村悦子 嶋崎まるみ 千葉哲夫 阿部加奈子 長谷川俊哉 舮居師子 
金子幸代 新保善浩 福島健一 和田憲治 渡辺政一 鳴海理容子 弘中勝憲 佐藤康生 新井三男 勝田幸一 津久井秀樹 阿久津功 新井麻梨 本多光太郎 
山本広光 阿部秀大 宮本智 武田伸彦 渡部幸雄 若林熙子 川久保勲 鎌田哲也 角田秀茂 高見研一 小関邦衛 中村勝年 船田壽男 福田純一 安喰龍
平 都筑健一 黒田保夫 岩越義正 森進一郎 志村美和 飯田宗久 吉岡史博 村上恒夫 都筑健一 高塚洋 三田村右近 松田徳磨 萩原貞雄 小田部史朗 
宮本忠直 谷本静男 市村悟 都筑健一 内川徳彦 小沢直人 丸川仁 黒木良克 福田純一 鵜池弘文 相川勇 柏木徳実 高木利一 菊池眞 中尾真由美 
斉藤健一 海法文彦 小川和彦 伊藤忍 伊藤宏季 宮増純 高梨努 市村悟 高岡靖 岡戸良雄 恩蔵豪臣 川端敏雄 桑畑繁貞 志賀肇 大西健太 大山剛 
熊谷千香 舩橋信昭 山元一也 鶴谷辰美 平野繁晃 山田裕子 黒沢一雄 岩本静子 岩本俊二 伊藤国彦 伊藤清己 安部雄希 中尾光 西島祐 熊谷香純 
豊田正之 柴田テル子 塚原裕治 白井瀧郎 渡部祥 工藤憲治 三好美香 白井美紀 内田憲男 中尾勝彦 石津一美 谷川道義 豊田淳 黒岩樹梨 福田修 
村上城司 森下敏雄 舩橋一郎 竹内静江 中尾初枝 白坂義弘 小田徹弥 小野崎馨 阿部隆裕 中村朋登 福岡勝己 大森佑樹 

〔静岡〕 佐原伸弘 加藤修 小林克房 中野英二 葛城芳弘 久野博隆 中村秀幸 水谷健 鈴木悟 長澤明美 阿久津亮子 平野望 瀬川和幸 今井五月 内藤将司 
 海老伸二 鈴木貴久 赤池英治 永島海誠 田口義昌 林洋佑                                     

〔三重〕 別所恵美 勢力慈子 藤原靖 中村京子 坂本宏一 小川裕基 浅野沙和 尾浦剛 谷口功一 増田義幸 森ノ内敏巳 鉾木健治 北村裕司 古海玲子 勢力千恵子 
中世古光正 藤田潔  

〔岐阜〕 谷田吉暢 小笠原秀春 宮本尚敏 田中豊 田中豊 後藤大輝 小島拓也 高橋基 杉原幸晴 布施明男 早川美津夫 早川千恵子     
〔愛知〕 水野淳子 寺本耕司 高谷昌行 岡山隆 森下裕一 水野晶子 田口睦洋 山田直美 尾関昌弘 大河内崇 渡邉さやか 渡邉了介 稲熊琢 新間一男 原直樹 

小島広行 大河内尚登 原正吾 鈴木一仁 大野文彰 竹内妙子 酒井聡 寺辻貴志 佐野一喜 大脇美紀 水野弘之 齋藤仁 松本誠一 梅村祐子 鈴木国明 
下山真吾 岩嶋和代 寺島啓太 野中敏安 伊坪浩幸 瀧田尚美 加藤千洋 安井宗一 長谷川研 大塚文四郎 大見徳次 山口顕治 中村文彦 鈴木喜美子  
税所孝幸 前田文美 瀬戸恵一 古賀宏之 青山拓生 林大二郎 坂田稔 佐藤里美 土本忠 溝口章 赤池善幸 中島寛 中島広雅 坂田稔 伊藤弘 杉尾譲 
朱雀五十四 中西秀夫 佐野一喜 金山ひとみ 鈴木達也 宮本正文 園部宜治 吉川美江 牧野登志雄 園部宜治 服部憲明 横山雅彦 三浦正夫 赤池京子 
鈴木キヨコ 千羽一成 山下宙 山田恵美子 吉川秀夫 杉山俊秋 杉浦毅 大岩泰子 林記代 早川実希 石井奈美 犬塚敦典 

〔滋賀〕 赤羽義之 内田育裕 植西均 上村伸之 川崎大三郎 小林明夫 藤田光輝 藤田宗敏 尾木里衣 花田悦志 大滝宏 鶴岡宗貴 松原雅和 
      鶴田郁朗 眞木司 立野忠良 木戸昭彦    〔鳥取〕  安永孝文 吉田恵子 前田和也 山下文夫 光浪敬浩 森隆文 桑本茂雄 遠藤薫 
〔奈良〕 松村和則 伊藤允孝 三浦佳奈子 鳥居隆夫 稲葉美代子 齋藤基樹 山道哲也 花房兼輔 古賀祐子 吉田健太郎 矢口大樹 森井翔太 小島浩司 松崎功治 

 大西薫 中溝二郎 一木晴江 鹿野一定 永井克育 泉本繁巳 水田幸男 前田弘恵  〔福井〕 山下政仁 渡邉雅彦 小林誠治 上田雅明                                       
〔京都〕 中村新平 吉岡直孝 懸野直樹 北條文月 田中誠 佐々貴敏道 高島侑希 山本光則 高橋吉雄 兒玉泰 林健太郎 光保正文 笹井照夫 尾崎幸子 加藤雪子 

 富田龍 長谷川和也 大谷典生 矢永祥 佐久間淳 宮沢弘人 高柳裕一 仲尾宗泰 鳥居肇 堀内邦保 尾﨑信吾 杉本真 北原千賀子 
〔大阪〕 福留光明 友田博 西村哲也 竹岡晴人 山崎敏郎 本田昌彦 辻本周二 田村和之 綱島敦美 池田博義 松田茂晴 飴本完二 大西孝子 新田真弓 古畑恒子 

 荻野弘子 西村清 北村義臣 森川仁詞 戸咲光弘 杉本芳彦 山本武史 篠田謙二 山本好弘 福田恵 宮本光明 藤森尚教 足立和己 岡本千佳代 中右勉 
 河野正彦 松田清 小林宗徳 酒井太造 保口廣幸 榎本繁 坊修平 北村晴代 森上稔 吉岡逞 山口文江 泉平吉 堤義和 大西孝子 荒川美穂 高広明彦 
 新田浩美 椋本薫 久保田繁樹 岸本修武 谷口玲子 松本恵子 楠本光彦 岡順一 高岡昭一 石田博之 池岡智之 若林和宏 相場秀之 阿多健一 田中雅子 
 豊田啓介 那良聖児 和田恵理子 白岩誠 尻谷カヨ子 牧野晃生 松崎千賀子 祖根亜矢子 仲尾佳子 若林和宏 奥田康子 井本遥介 鈴木敏文 堀越雅子 
 宮本美紀 久保田敦夫 岡田孝太郎 福山美佳 盆木泰子 北田智香子 盆木一輝 田邉亮 浅井優香 木下靖弘 岩本恵至 中村暢晃 安達佐代子 宮崎富美子 
田中幸 十川剛 吉田一夫 上林隆 多田愛美 惠理子 清水雅弘 加藤幸治 神原勝弘 杉野敏子 村尾宏則 星加貴男 平尾哲朗 川辺信男 中西豊 東美幸 
小川貞一 道譯譲 嶋義雄 河野一彦 谷村孝紘 高木善知 角谷仁司 陰平美由紀 辻井美由紀 足立勇 水野英明 石田泰輔 大北浩士 林真澄 古川範明  
榎本輝行 野村裕子 上野和幸 表西一人 阿部義久 谷洋子 小笠原智仁 参川禎子 参川誠 森正義 河野健治 橋本秀雄 宮原美恵 諸隈裕子 橋本洋之 
田村和之 渡辺修章 永井敏勝 大川良樹 倉田和典 河本徹 奥久嗣 大畑可奈子 津川雄哉 南條保彦 中村徹 福島良一 登山万里 藤森良祐 寺田静雄 
千代一雄 北川禎彦 城野隆一 眞田卓克 浅野美子 高橋昌子 大江彰広 今村吉延 真鍋博幸 光川昇 三代幸義 浅野弘 土井慎一郎 平川富雄 中村徹   
吉川得哉 西谷久美 佐賀弥章 難波昌実 早瀬勝  吉良尚美 加藤真治 隅田昭仁 宮當太志 津田一彦 吉田千鶴子 岩山慎 堀山直孝 森光生 竹本勲  
池村康弘 豊嶋直樹 東野善行 山下宏 松本卓二 田渕須満子 高久林 吉田喜美枝 岡田栄一 石川邦行 良知清 松久重文 髙田浩 潮崎一夫 久野美知子 
渡部真也 西山正一 田渕慎也 結城伸司 椎野カズ江 大島治 菊山和俊 髙濱才 中川秀行 太田浩史 柴山大樹 三浦大介 木場昭宏 福井輝彦 黒田裕樹 
久保田晴実 鈴木彰 ウォンワイカン 川原敦 藤本ハルミ 宮本文雄 小島伸介 平野勝弘 山口富男 中木重蔚 村澤泰雄 赤穂精三 吉田貞文 大谷武蔵 
天方宏 大畑可奈子 山原啓嘉 川本太郎 森田憲雄 渡辺陽介 高橋美芽 小松紳吾  中場恭子 田邊明美 辻崎哲男 宮脇八重子 小村愛子 古村陸奥美 
的場健治 菖池巌 岩松寿子 市川幸衛 望田成彦 飯室正樹 尾崎公宏 西島英信 中川廣司 横田聡 宮田鐡夫 植上幸夫 木原章夫 井上奈津美 川西靖裕 
中村義彦 小沢正三 鳥越孝 南谷浩 武岡健一 鹿谷實 瀧川昇 田中正章 荒木正則 髙橋丈夫 有田修 黒田功 中村進 相原吉男 倉智英吉 吉川重憲 
平野康夫 古庄幸一 鮫島勝 前田京子 村田泰行 白井弘昭 梅宮保宏 井畑光雄 蛯原康治 宇野修司 金澤保之 前田康次 内藤強志 村岡志朗  
荒谷卓 長尾弘 十河功 一瀬昭穂 米澤徹 小仲進 髙橋成幸 武田和也 大橋正典 山岡謙吾 津川雄哉 角谷智志 

 〔和歌山〕柳岡克子 大平千菜美 野井和重 木下一弘 中屋猛 奥重貴 神前啓二 片岡奈央 新行一朋 萬谷義夫 山﨑恭平 畑上耕三 
〔兵庫〕 治部康人 門田政男 松田豊二 中曽千鶴子 金岡俊彰 大森浩一 山本明 浜田照夫 今倉辰則 立石岑生 山田佐智子 阿部肇 河本登 江越弘美 渡壁勇樹 

永江重信 松本玲子 井原四郎 古谷敦 渡邊勝次 石井吾郎 高尾徹二 吉田和夫 水野明美 小野久美子 原千澄 久野木啓太 清水賀奈子 吉田かおり 
駒田裕子 田川康吾 前川英昭 藤波礼子 井上昌孝 増田秋夫 田中義造 宮崎浩史 三枝卓哉 中山安隆 若山治久 坂敷美香 植村奈穂 原尚仕 西島博 
西野豊一 三好由浩 古坊健一 岸田浩明 岸本真澄 松本大吾 日下哲治 今井大 岸田浩明 福永裕次 奥平智哉 橋本賢一郎 大門誠 岡本明子 志水秀彦 
吉本愛美 小川浩史 岡本淳伸 原潤 歌津善久 歌津敦子 信濃明宏 小島秀昭 川上哲 奥川静治 玉置統大 石定佳奈 南野恵美 邑上歌織吏 上向井真貴 
平良浩 濱口とし寛 中川明 小嶋喜行 金岡弘 今西永兒 篠原昭夫 小南智哉 井上哲夫 今堀順平 萬代祐子 簗由希子 畑中和義 山田ひろ子 森田憲治 
新山哲朗 上野ひとみ 阪本治男 山田博 岡田信行 高畑裕司 佐藤律子 向井功 森田憲治 岩本成二 太治野逸司 福田芳樹 深町操 豊岡延宜 尾上悌二 
梅宮保宏 白井弘昭 二出川清司 高橋佳奈子 米田幸二  梶迫通和 坪田紀明 呑野和也 田宮健二 杉木武 中西兼一 

〔岡山〕 藤井宏則 間野勲 河原英朗 松本剛幸 植山敬右 小西敏之 加藤彰 守本良介 岸宏樹 本郷真司 野崎浩佑 安良田教晴 吉田実加 加藤夏子 山宅斐士 
 高橋幸一 栄瑞貴 山下英二 西崎勇 吉原敏治 潮和明 金光麻結 山本稔尚 北口大倫 桑原茂 久長剛 実藤健二 山田俊介 本田健 藤井貴宏  早瀬内海  

〔広島〕 瀬脇雄介 中塩由理 古澤利恵 井上宝護 森大治 奥中正之 笠間計吾 松尾秀蓮 有間正路 竹内秀和 椎名健人 椎名健人 古本賢士 西村裕貴 藤井崇之 
 森田哲司 川﨑暢子 田村賢一 中本博文 原田秀夫 川村満男   〔高知〕 岡山真士 中村正弘 藤田祥勝   

〔徳島〕 奥山直樹 青木雄一郎 森大治 新井智考 井口幸洋 稲積秀範 鎌田裕介 森聖二 田中誠司 田中伸 坪井宏安 永井孝代 前田仁志 増田昭洋 井口宗忠 
林望 大谷和代 巻幡伸子 〔香川〕 廣瀬敏則 小西博 荒木洋通 眞鍋直生 坂口いつみ 冨山裕之  濱田大輔 豊田和子 滝口勝美 江越義知 新谷聡一 

〔島根〕 品川和幹 秦 和憲 栗山和也 錦織恭子 山下裕己 岩田理恵 米田元輝 板倉史展 森脇庸 加地哲也 竹内重臣 山内香代子 福岡大輔 金築倫子 田原恒享 
     佐々木敏晴 鳥谷恒好 荻野孝章 井上和夫 岩見: 良 
〔山口〕 三好克彦 末次信明 二宮遼太郎  小嶋澤子  平井えみ  野澤純一  久保幸章 山根利充 今田英樹 中藤孝作 杉本高行  
〔愛媛〕 青井美智子 中野羽暁 佐々木伸 淀恵 木下景子 岡崎正昭 中畑利介 林大希 後藤雅彦 柳原永祥  常磐井守道 辻田寛 渡部浩三 
〔福岡〕 田中弘美 古賀毅志 吉田寿美子 石丸和正 中村公彦 熊懐隆三 西村勉 松尾三千代 大平清二 吉原達也 久保田正樹 久富真人 久松淳一 永田紘己 

 小宮優桜 中川喜秀 米満昭一 角芳和 薄実季 古賀富美子 島泰彦 樋口耕史郎 齋藤英希 齋藤佳子 平川琢朗 稲葉敏 古門久美子 俣平尚之 倉本徳子 
 其田実 吉永万来子 船木伸之 鈴木亨 大森謙一郎 海老伸彰 久保田治夫 磐梨文孝 増田晴美 松井将秀 

〔大分〕 吉松武宏 広瀬舜一 樋口大樹 井上伸子 白石優子 小野絢菜 岩瀬崇 美林直樹 増田晴美 古賀五十鈴 堀英二郎 柳井保 松浦年信 
〔宮崎〕 木谷孝子 岩井勝正 内村一則 花田達哉 田中恒幸 矢野智美 江藤了 我那覇正美 廣瀬誠孫 廣瀬親章 城衛太郎 池田和美 稲田斉 甲斐浩二 中尾修三 

 梅田彰子 矢野巧貴 矢野竜哉 野上伸一 佐藤拓 奈須強 申田徳是 江藤有佑美 
〔熊本〕 廣木美子 奥村しおり 田中靖男 児玉昌俊 森藤直美 秋窪新一 河野浩英 永目佐智子 野中修二 谷川昌弘 坂本健太 坂本道 河野雅紀 上田忠子 
     緒方宏信 犬塚登久子     
〔長崎〕 森永ますみ 西沢ゆかり          
〔佐賀〕 承山海里 水田貴之 小川勝仙 松尾基 松尾基 武田裕司  
〔鹿児島〕東條正勝 松田晃平 福沢峰洋 稲田恵 友永泰史 田中昭吾 木元圭一 瀬戸山翼 福留由実 森昌子 藤山知明 平田御幸 長瀬洋一 肱岡大樹 加藤えみ子 

 桑原勝彦 岩崎功一         
〔沖縄〕 與那嶺正信 上原久枝 前泊奈々子 上江洲安紀 新城:渉 長堂昌太郎 宮國恵作 
〔台湾〕  徐依平 賴陳福惠 周成淑貞 劉川山 何忠雄 許碧池 洪思翔 蔡宗佑 劉千鶴 林勝賢 凃玉美 凃開春 邱柳 
      謝森發 楊國南 楊秀鳳 陳素圓 余勝利 許朝興 蔡錦慧 楊月杏 徐紳泰 黃仙家 蘇茂義 陳桂吟 楊神龍 葉錦桂 吳俊廷 李金桂 邱建成 陳登順  

許景勛 林雪玉 陳位彰 羅麗惠 邱劉金葉 蔡承運 黃絲淳 李泰和 劉登富 黃泰綺 黃秋華 張重一郎 李清木 王玉桂 劉秀春 謝進南 林美蘭 林錦河 
方秀足 許哲國 洪敏財 陳德勝 蘇玲嬙 高金江 胡登泰 廖素杏 劉盛仁 黃政盛 蔡錦坤 黃加和 洪觀興 徐得寶 黃麗雲 林金田 黃松竹 陳淑一  
彭文瑛 羅倩美 李添義 王瑞宗 周耀松 蔡佑鑫 劉文生 陳源昌 李勝宏 陳俊成 張靜音 陳麗雲 蔡育城 吳吉三 陳中正 吳永清 賴金成 劉妹蓮 
童裕程 童威綸 羅健源 陳福基 許瑞同 楊春梅 賴富義 黃紫沛 梁淑惠 梁家榮 張湖岳 陳建良 卓明芳 楊秀枝 黃心潔 王安禾 王麒 鄭建春  
柯麗月 張明德 林本 林許春子 蔡宜潔 陳信承 陳蔡秋華 顏林顕娟 翁鳳 蔡明志 王正雄 陳文正 蔡宗成 陳信利 陳志仁 徐世富 潘信行 張馨云 
鄭瑞芳 金彩蓮 金譽嬿 王昌華 徐日滿 徐賀英 郭正吉 洪森江 詹益堂 胡德茂 曾勝華 古義政 陳雲興 潘勇泉 潘秀蓮 周傳甲 李協建 林奇妙 
林呂美連 陳意佳 姜佳孜 胡能助 蘇志豪 游曜彰 楊立申 李貴美 陳源昌 許巾已 陳采華 李金妹 林清 吳啟茂 黃建欽 池建國 葉素貞 陳佳穗 
賴明慧 邵進銘 蘇秀滿 施錫鍊 池立維 王谹仁 李幸珍 陳麗貞 鄭國良 蘇秀珍 蘇麗凌 郭銘仁 林俊吉 賴少清 雷文莊 謝介堯 陳榮華 陳雷秀春 
張正山 陳淑女 張榮松 林文雄 林淑卿 徐依平 賴陳福惠 周成淑貞 劉川山 何忠雄 許碧池 洪思翔 蔡宗佑 劉千鶴 林勝賢 凃玉美 凃開春 邱柳 
謝森發 楊國南 楊秀鳳 陳素圓 余勝利 許朝興 蔡錦慧 楊月杏 徐紳泰 黃仙家 蘇茂義 陳桂吟 楊神龍 葉錦桂 吳俊廷 李金桂 邱建成 

   その他 1550 名（現在鋭意入力中） 
〔CA,USA〕 田邊由美子 ウノ真理 田邊康博 パウエル服部めぐみ    〔Colorado,USA〕 赤木恭子  〔Lyon France〕  杉村昭子 
 
 ※ 1 順不同、敬称略をお許しください。お名前、お立場に間違いがあればご連絡ください。 

2 氏名公開に差し障りのある方は、参加申込書の「氏名公開不可」に○をつけてください。 
 

日航の社長は御巣鷹山に私的に行くのか。ＪＲ西日本の社長は尼崎の事故現場で私人として手を合わせるのか。それで遺族が納得す 



るのか。そんなことはあり得ない。だったら、日本国の社長が社長として靖國に参拝すべきではないのか。 


