
第８期長野県自然保護レンジャー委嘱者名簿（地域振興局別） 2023年２月18日現在

地域振興局 登録番号 氏名 ふりがな 活動区域

01001 堀川　正登 ほりかわ　まさと 佐久1
01002 杉山　健人 すぎやま　けんと 佐久1-4
01003 井出　利松 いで　としまつ 佐久1-6
01004 蓮見　宜幸 はすみ　のぶゆき 佐久1
01005 立川　和夫 たちかわ　かずお 佐久1-6
01007 阿部　千浩 あべ　ちひろ 佐久1-4
01008 依田　美由紀 よだ　みゆき 佐久1
01010 小池　愼一郎 こいけ　しんいちろう 佐久1-4
01011 齊藤　和雄 さいとう　かずお 佐久3.4
01012 平井　里応 ひらい　りおう 佐久4
01013 谷脇　良一 たにわき　りょういち 佐久4
01014 古屋　昌和 ふるや　まさかず 佐久1,3,4
01015 佐藤　逸郎 さとう　いつろう 佐久1.4
01016 田中　新一 たなか　しんいち 佐久1,2,4
01017 渡辺　哲夫 わたなべ　てつお 佐久1,2,4
01018 井上　嘉代子 いのうえ　かよこ 佐久1-4
01019 小林　政明 こばやし　まさあき 佐久1,4
01020 實藤　克己 さねふじ　かつみ 佐久4
01021 佐藤　良知 さとう　　よしとも 佐久1
01022 井出　悦雄 いで　えつお 佐久1
01023 遊澤　香澄 ゆざわ　かすみ 佐久4
01025 神田　岳志 かんだ　たけし 佐久1,4
01026 小野寺　認 おのでら　みとむ 佐久1,4
01027 角田　昌宏 つのだ　まさひろ 佐久3
02001 川上　美保子 かわかみ　みほこ 上田5
02002 桜井　芳孝 さくらい　よしたか 上田5
02003 西牧　美二 にしまき　よしじ 上田5
02004 藤原　直人 ふじはら　なおと 上田5 6 
02005 金井　善男 かない　よしお 上田5 6 
02006 木下　大樹 きのした　ひろき 上田5 6
02007 御堂島　明 みどうじま　あきら 上田5 6
02008 菊田　佳代子 きくた　かよこ 上田5 6
02010 両角　義夫 もろずみ　よしお 上田5
02011 井出　智子 いで　ともこ 上田5
02012 望月　貴弘 もちづき　たかひろ 上田6
03001 市川　和宏 いちかわ　かずひろ 諏訪7
03002 竹島　秀浩 たけしま　ひでひろ 諏訪7
03003 竹中　知一 たけなか　ともいち 諏訪7
03004 島　正孝 しま　まさゆき 諏訪7
03005 竹内　武 たけうち　たけし 諏訪7
03006 宮下　哲則 みやした　てつのり 諏訪7
03007 若泉　喜則 わかいずみ　よしのり 諏訪7
03008 小林　純司 こばやし　じゅんじ 諏訪7
03009 増澤　正裕 ますざわ　まさひろ 諏訪7
03010 西村　豊 にしむら　ゆたか 諏訪7
03011 三沢　悦郎 みさわ　えつろう 諏訪7
03012 三沢　三枝子 みさわ　みえこ 諏訪7
03013 神谷　浩二 かみや　こうじ 諏訪7
03014 笠原　景子 かさはら　けいこ 諏訪7
03015 太田　清彦 おおた　きよひこ 諏訪7
03016 両角　英晴 もろずみ　ひではる 諏訪7
03017 下田　典弘 しもだ　のりひろ 諏訪7
03018 片山　保 かたやま　たもつ 諏訪7
03019 松島　壯吉 まつしま　そうきち 諏訪7
03020 野口　伴行 のぐち　ともゆき 諏訪7
03021 荻原　喜一 おぎわら　よしかず 諏訪7
03022 林　喜正 はやし　よしまさ 諏訪7
03023 横山　博志 よこやま　ひろし 諏訪7
03024 板橋　隆 いたはし　たかし 諏訪7
03025 守屋　真美 もりや　まゆみ 諏訪7
03026 小山　貴之 こやま　たかゆき 諏訪7
03027 島田　峰雄 しまだ　みねお 諏訪7
03028 島田　芳美 しまだ　よしみ 諏訪7
03029 沢崎　立雄 さわざき　たつお 諏訪7

佐久

上田

諏訪



03030 古畑　正文 ふるはた　まさふみ 諏訪7
03031 小原　宏文 おはら　ひろふみ 諏訪7
03032 永田　えり ながた　えり 諏訪7
03033 北原　貴穂 きたはら　たかほ 諏訪7
03034 髙橋　保夫 たかはし　やすお 諏訪7
03035 福澤　四郎 ふくざわ　しろう 諏訪7
03036 有馬　滝菜 ありま　たきな 諏訪7
03037 藤森　聡美 ふじもり　さとみ 諏訪7
03038 上原　純 うえはら　じゅん 諏訪7
03039 深澤　哲司 ふかざわ　てつじ 諏訪7
03040 藤森　とも子 ふじもり　ともこ 諏訪7
03041 矢﨑　天行 やざき　てんこう 諏訪7
03042 西野　勇治 にしの　ゆうじ 諏訪7
03043 平松　清子 ひらまつ　きよこ 諏訪7
03044 大河内　敬言 おおこうち　たかのぶ 諏訪7
03045 金指　聡子 かなざし　さとこ 諏訪7
04001 中森　延行 なかもり　のぶゆき 上伊那
04002 池成　春雄 いけなり　はるお 上伊那8,9
04003 松見　和子 まつみ　かずこ 上伊那8,9
04004 長沼　位 ながぬま　ならぶ 上伊那9
04005 若林　晴二 わかばやし　はるじ 上伊那8,9
04006 中村　秋男 なかむら　あきお 上伊那8,9
04007 赤羽　明人 あかはね　あきと 上伊那8,9
04008 木下　義秋 きのした　よしあき 上伊那8,9
04009 林　秀也 はやし　ひでなり 上伊那8,9
04011 岩澤　茂夫 いわさわ　しげお 上伊那9
04012 尾﨑　清人 おざき　きよと 上伊那8,9
04013 田中　幸雄 たなか　ゆきお 上伊那8,9
04014 唐木　千穂 からき　ちほ 上伊那8,9
04015 西村　一樹 にしむら　かずき 上伊那8,9
04016 矢野　芳幸 やの　よしゆき 上伊那8,9
04017 矢ヶ崎　百合子 やがさき　ゆりこ 上伊那
04018 垣内　美佐子 かきうち　みさこ 上伊那7,8,9
04019 垣内　雄治 かきうち　ゆうじ 上伊那7,8,9
04020 齊藤　峻 さいとう　たかし 上伊那8,9
04021 下平　眞樹 しもだいら　まさき 上伊那8,9
04022 池上　政利 いけがみ　まさとし 上伊那8,9
04023 岡　里美 おか　さとみ 上伊那8,9
04024 佐合　英男 さごう　ひでお 上伊那8,9
04025 北村　忍 きたむら　しのぶ 上伊那9
04026 三浦　務 みうら　つとむ 上伊那9
04027 高野　怜音 たかの　れおん 上伊那8
04028 伊藤　伸一 いとう　しんいち 上伊那8,9
04029 吉澤　志津子 よしざわ　しずこ 上伊那8,9
04030 矢満田　務 やまんた　つとむ 上伊那9
05001 中上　正晴 なかがみ　まさはる 南信州10,12
05002 北原　秀明 きたはら　ひであき 南信州11,12
05003 広沢　勝則 ひろさわ　かつのり 南信州7-13
05004 越智　利春 おち　としはる 南信州12
05005 山田　章夫 やまだ　あきお 南信州11,12
05006 野沢　尚 のざわ　ひさし 南信州10,11,12
05008 吉森　和音 よしもり　かのん 南信州10,11
05009 吉森　里和 よしもり　さとわ 南信州10,11
05010 永池　隆 ながいけ　たかし 南信州12
05011 安井　一 やすい　はじめ 南信州10,11,12
05012 治部　太一 じべ　たいち 南信州11
05013 荻田　佑 おぎた　たすく 南信州12
05014 加藤　正裕 かとう　まさひろ 南信州11
06001 垣外　文康 かいと　ふみやす 木曽13
06002 伊藤　敦志 いとう　あつし 木曽13
06003 星　直樹 ほし　なおき 木曽14
06004 小池　優紀夫 こいけ　ゆきお 木曽13,14
06005 竹脇　聡 たけわき　さとし 木曽13,14
06006 笹川　隆広 ささがわ　たかひろ 10,16,17
06007 斉藤　晃 さいとう　あきら 木曽13,14
06009 上田　律子 かみだ　りつこ 木曽13
06010 田中　伸一 たなか　しんいち 木曽13
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木曽
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07001 百瀬　正 ももせ　ただし 松本16
07002 倉科　智幸 くらしな　ともゆき 松本15
07003 大川　慶司 おおかわ　けいじ 松本15
07004 佐々木　公美子 ささき　くみこ 松本15
07005 佐々木　達人 ささき　たつひと 松本15
07006 鹿村　光男 しかむら　みつお 松本16
07007 平田　猛 ひらた　たけし 松本15
07009 山野井　一郎 やまのい　いちろう 松本15,16
07010 赤羽　陽介 あかはね　ようすけ 松本15,16
07011 北林　治 きたばやし　おさむ 松本15.16
07012 小澤　幸正 おざわ　ゆきまさ 松本15
07013 竹内　三郎 たけうち　さぶろう 松本16
07014 糸木　浩之 いとき　ひろゆき 松本15.16
07015 矢嶋　利治 やじま　としはる 松本16
07016 中村　桃子 なかむら　ももこ 松本15
07017 池上　一昭 いけがみ　かずあき 松本15.16
07018 松田　捷男 まつだ　かつお 松本15,16
07019 荒井　美代子 あらい　みよこ 松本16
07020 百瀬　傳一 ももせ　でんいち 松本16
07021 横田　耕太郎 よこた　こうたろう 松本15
07022 堀内　正明 ほりうち　まさあき 松本15.16
07023 村田　茂之 むらた　しげゆき 松本15.16
07025 鈴木　雅宏 すずき　まさひろ 松本15
07026 奈良井　光吉 ならい　みつよし 松本16
07027 平林　節生 ひらばやし　せつお 松本15,16
07028 竹内　志津子 たけうち　しづこ 松本16
07029 宇賀神　志保 うがじん　しほ 松本15
07030 塩原　恵美子 しおはら　えみこ 松本15
07031 福島　聡 ふくしま　さとし 松本15
07032 住久　修一 すみひさ　しゅういち 松本15,16
07033 髙桑　望 たかくわ　のぞむ 松本15,16
07034 今井　清 いまい　きよし 松本15
07035 太田　文夫 おおた　ふみお 松本15.16
07036 小峰　邦良 こみね　くによし 松本15
07037 鈴木　康夫 すずき　やすお 松本16
07038 高橋　広平 たかはし　こうへい 松本15
07039 長﨑　孝徳 ながさき　たかのり 松本15
07040 安藤　聖子 あんどう　しょうこ 松本15
07041 内山　市郎 うちやま　いちろう 松本16
07042 石橋　道宏 いしばし　みちひろ 松本15.16
07043 片桐　史浩 かたぎり　ふみひろ 松本15.16
07044 齋藤　謙吾 さいとう　けんご 松本15
07045 斉藤　真弓 さいとう　まゆみ 松本15
07046 竹内　裕惠 たけうち　ひろえ 松本15.16
07047 西岡　真智子 にしおか　まちこ 松本15
07048 西村　武志 にしむら　たけし 松本15
07049 吉澤　五美 よしざわ　いつみ 松本15,16
07050 伊豆田　俊 いずた　しゅん 松本15
07051 伊豆田　陽子 いずた　ようこ 松本15
07052 筒木　茂昭 つつき　しげあき 松本15
07053 筒木　秀子 つつき　ひでこ 松本15
07054 深澤　裕之 ふかざわ　ひろゆき 松本15,16
07055 守屋　喜久男 もりや　きくお 松本16
07056 笠松　学 かさまつ　まなぶ 松本15
07057 松井　一夫 まつい　かずお 松本15,16
07059 森下　勝之 もりした　かつゆき 松本15
07060 森下　聖英 もりした　きよえ 松本15
07061 上岡　清美 かみおか　きよみ 松本15
07062 中嶋　豊 なかじま　ゆたか 松本15,16
07063 相野田　祐静 あいのた　ゆうせい 松本16
07064 川島　信也 かわしま　しんや 松本15
07065 塚原　隆 つかはら　たかし 松本15
07066 岡村　撤也 おかむら　てつや 松本15.16
07067 増元　謙二 ますもと　けんじ 松本15
07068 渡邊　裕樹 わたなべ　ひろき 松本15.16
07069 上瀧　忠介 こうたき　ただすけ 松本15.16
07070 仙石　弘子 せんごく　ひろこ 松本15.16
07071 日野　菜美 ひの　なみ 松本15

松本



08001 村田　信博 むらた　のぶひろ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08002 牧野　ふじ江 まきの　ふじえ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08003 牧野　龍三 まきの　りゅうぞう 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08004 花村　輝 はなむら　てる 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08005 花村　伸枝 はなむら　のぶえ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08006 城越　陽子 しろこし　ようこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08007 山﨑　和美 やまざき　かずみ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08008 小澤　和良 おざわ　かずよし 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08011 郷津　寛 ごうつ　ひろし 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08012 遠藤　鷹一 えんどう　たかいち 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08014 鈴木　聡 すずき　さとし 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08015 中村　太市 なかむら　たいち 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08016 盛　壮司 もり　たけし 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08017 𠮷田　雅寿 よしだ　まさとし 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08018 新井　あゆ子 あらい　あゆこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08019 青沼　幸夫 あおぬま　ゆきお 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08020 岡田　雅之 おかだ　まさゆき 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08021 西沢　光夫 にしざわ　みつお 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08022 曽我 邦夫 そが　くにお 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08023 曽我 美也子 そが　みやこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08024 中願寺　嘉津惠 ちゅうがんじ　かづえ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08025 小池　満里子 こいけ　まりこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08026 宗川　公紀 むねかわ　こうき 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08027 宗川　尚美 むねかわ　なおみ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08028 土屋　雅夫 つちや　まさお 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08029 小林　貞幸 こばやし　さだゆき 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08030 吉富　政宣 よしどみ　まさのぶ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08031 吉富 千代美 よしどみ　ちよみ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08032 沢渡　博 さわど　ひろし 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08033 森口 世津子 もりぐち　せつこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08034 柴﨑 恵 しばさき　めぐみ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08035 小川　恵司 おがわ　けいじ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08036 谷内　淳 たにうち　じゅん 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08037 林　妙子 はやし　たえこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08038 林　聡司 はやし　さとし 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08039 長澤　幸代 ながさわ　さちよ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08040 小宮　一彦 こみや　かずひこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08041 鈴木　均 すずき　ひとし 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08042 古閑　香菜子 こが　かなこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08043 古閑　佑介 こが　ゆうすけ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08044 大隝　真紀子 おおしま　まきこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08046 柴田　みち子 しばた　みちこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08047 柴　かずみ しば　かずみ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08048 増村　多賀司 ますむら　たかし 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08049 太田　敏子 おおた　としこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08050 矢口　一男 やぐち　かずお 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08051 矢口　淳子 やぐち　じゅんこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08052 首藤　清徳 しゅとう　きよのり 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08053 水谷　雅代 みずたに　まさよ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08054 岸　トヨ きし　とよ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08055 林　英之 はやし　ひでゆき 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08056 小林　トキ子 こばやし　ときこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08058 浅香　佳代 あさか　かよ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08059 田村　知夏 たむら　ちか 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08060 田村　稔 たむら　みのる 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08061 前川　安弘 まえかわ　やすひろ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08062 前川　久子 まえかわ　ひさこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08063 南澤　正史 みなみさわ　まさふみ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08064 上野　麻理子 うえの　まりこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08065 小見山 禎子 こみやま　ていこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08066 宮澤　仁 みやざわ　ひとし 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08067 宮澤　容子 みやざわ　ようこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08068 宮澤　絵里 みやざわ　えり 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08069 小林　宣文 こばやし　のぶふみ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08070 新井　哲也 あらい　てつや 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08071 新井　登志子 あらい　としこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08072 金﨑　哲也 かなざき　てつや 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08073 星野　方美 ほしの　まさよし 北ｱﾙﾌﾟｽ17
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08074 田中　省三 たなか　しょうぞう 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08075 下田　隆紀 しもだ　たかのり 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08076 横山　謙治 よこやま　けんじ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08077 平林　佳子 ひらばやし　よしこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08078 山田　勝幸 やまだ　かつゆき 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08079 中丸　亀恵子 なかまる　きえこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08080 園田　佳代 そのだ　かよ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08082 江村　賢二 えむら　けんじ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08083 江村　信子 えむら　のぶこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08084 大畠　俊昭 おおはた　としあき 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08085 簑島　正尋 みのしま　まさひろ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08086 小林　久美子 こばやし　くみこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08087 大谷　光政 おおたに　みつまさ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08088 今西　寿紀 いまにし　ひさのり 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08089 今冨　祐子 いまとみ　ゆうこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08090 遠藤　佑介 えんどう　ゆうすけ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08091 笠原　正好 かさはら　まさよし 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08092 石田　弘行 いしだ　ひろゆき 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08093 小林　久夫 こばやし　ひさお 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08094 小林　美枝子 こばやし　みえこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08095 伊藤　直子 いとう　なおこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08096 鹿田　悦子 しかた　えつこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08097 鹿田　敏彦 しかた　としひこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08098 田村　絵理香 たむら　えりか 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08099 小路　勇一 こじ　ゆういち 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08100 城戸　光明 きど　みつあき 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08101 城戸　敦子 きど　あつこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08102 三宅　雅也 みやけ　まさや 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08103 三宅　真友美 みやけ　まゆみ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08104 疇地　継徳 あぜち　つぐのり 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08105 疇地　香世 あぜち　かよ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08107 山本　剛寛 やまもと　たけひろ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08108 山本　智通 やまもと　ともみち 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08109 山本　圭子 やまもと　けいこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08110 岡本　普史 おかもと　ひろし 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08111 岡本　昌美 おかもと　まさみ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08113 藤井　千夏 ふじい　ちか 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08114 太田　修平 おおた　しゅうへい 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08115 太田　智絵 おおた　ちえ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08116 安養　壌 あんよう　じょう 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08117 安養　愛 あんよう　あい 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08118 松田　玉姫 まつだ　たまき 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08119 織田　洋二 おだ　ようじ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08120 北村　健之 きたむら　たてゆき 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08122 髙橋　靖彦 たかはし　やすひこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08123 山口　成 やまぐち　しげる 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08124 山口　かをり やまぐち　かをり 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08125 恵谷　秀一 えたに　しゅういち 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08126 玉沖　妙子 たまおき　たえこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08129 茂　洋一郎 しげ　よういちろう 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08130 茂　利佳子 しげ　りかこ 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08131 井土　真希 いづち　まき 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08132 荻窪　登 おぎくぼ　のぼる 北ｱﾙﾌﾟｽ17
08133 宮田　紀英 みやた　のりひで 北ｱﾙﾌﾟｽ17
09001 中井　正明 なかい　まさあき 長野18.19
09002 米澤　辰男 よねざわ　たつお 長野19
09003 宮澤　秀光 みやざわ　ひでみつ 長野18
09004 堀内　恭子 ほりうち　きょうこ 長野18.19
09005 井浦　和子 いうら　かずこ 長野19
09006 平澤　達也 ひらさわ　たつや 長野18
09007 牧　昭夫 まき　あきお 長野18.19
09009 伊藤　力 いとう　ちから 長野18
09010 長澤　義雄 ながさわ　よしお 長野18
09011 元島　清人　 もとじま　きよと 長野18.19
09012 横山　久史 よこやま　ひさし 長野18
09013 水上　則男 みずかみ　のりお 長野18
09014 三上　喜次 みかみ　よしつぐ 長野18.19
09015 清水　英貞 しみず　ひでさだ 長野18
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09016 河原田　勲 かわはらだ　いさお 長野18.19
09017 武田　弘美 たけだ　ひろみ 長野19
09018 伊藤　慎太郎 いとう　しんたろう 長野18
09019 有賀　良夫 あるが　よしお 長野18.19
09020 出口　信幸 でぐち　のぶゆき 長野18.19
09021 宮坂　知芳 みやさか　ともみち 長野18.19
09024 原田　泰 はらだ　やすし 長野18
09025 湯本　久司 ゆもと　ひさし 長野18.19
09026 堀内　美貞 ほりうち　よしさだ 長野18.19
09027 向　紀男 むこう　のりお 長野18
09028 上田　聖二 うえだ　せいじ 長野18.19
09029 市川　伸人 いちかわ　のぶと 長野18
09030 市川　美智子 いちかわ　みちこ 長野18
09031 秦　孝之 はた　たかゆき 長野18
09032 酒井　今朝重 さかい　けさしげ 長野19
09033 篠崎　省蔵 しのざき　しょうぞう 長野18.19
09034 大村　道雄 おおむら　みちを 長野18.19
09035 竹重　聡 たけしげ　さとる 長野18.19
09036 寺島　正 てらしま　ただし 長野18.19
09037 犛山　剛惟 うしやま　よしのぶ 長野18
09038 是枝　元 これえだ　げん 長野18.19
10001 湯本　明雄 ゆもと　あきお 北信20
10002 柳澤　一通 やなぎさわ　かずみち 北信20
10003 岡田　政志 おかだ　まさし 北信20
10004 富井　好行 とみい　よしゆき 北信20
10005 勝野　芳久 かつの　よしひさ 北信20
10006 小林　幸子 こばやし　さちこ 北信20
10007 櫻井　幸 さくらい　みゆき 北信20
10008 大川　清 おおかわ　きよし 北信20
10009 植木　正克 うえき　まさかつ 北信20
10010 高松　昭平 たかまつ　しょうへい 北信20
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