
№ 支団 分　　団 階　級 氏　　名 ふりがな

1 田辺 第1 団員 鈴木　拓 すずき　ひろむ

2 田辺 第1 団員 林　日出城 はやし　ひでき

3 田辺 第2 班長 松崎  良則 まつざき　よしのり

4 田辺 第2 班長 荒居  正人 あらい　まさと

5 田辺 第2 団員 生本　裕二 いくもと　ゆうじ

6 田辺 第3 班長 木下  利亮 きのした　としあき

7 田辺 秋津 班長 森    誠之 もり　まさゆき

8 田辺 秋津 団員 浅井　洋平 あさい　ようへい

9 田辺 万呂 班長 野見山  和哉 のみやま　かずや

10 田辺 万呂 団員 大谷　　伸 おおたに　しん

11 田辺 万呂 団員 桑原　天久 くわはら　たかひさ

12 田辺 新庄 分団長 葉糸  克彦 はいと　かつひこ

13 田辺 新庄 班長 岡崎   透 おかざき　とおる

14 田辺 新庄 団員 樫山  勝彦 かしやま　かつひこ

15 田辺 長野 班長 小林　淳一 こばやし　じゅんいち

16 田辺 長野 団員 打越　大吾 うちこし　だいご

17 田辺 長野 団員 松平　祐介 まつひら　ゆうすけ

18 田辺 三栖 班長 那須  輝也 なす　てるや

19 田辺 三栖 団員 平　　　欽 たいら　ひとし

20 田辺 秋津川 団員 堀越　圭介 ほりこし　けいすけ

21 田辺 秋津川 団員 森　　　 司 もり　つかさ

22 田辺 秋津川 団員 田中　禎章 たなか　よしあき

23 田辺 上秋津 団員 芝    翼 しば　つばさ

24 田辺 上秋津 団員 中山　有俊 なかやま　ありとし

25 田辺 上秋津 団員 鈴木　洋一 すずき　よういち

26 田辺 上芳養 団員 行森　照明 ゆきもり　てるあき

27 田辺 東部 団員 岩本  佳之 いわもと　よしゆき

28 田辺 東部 団員 奥山　嘉都雄 おくやま　かずお

29 田辺 東部 団員 小西　貴雄 こにし　たかお

30 龍神 龍神 分団長 松木平　彰 まつきひら　あきら

31 龍神 龍神 団員 大江　英樹 おおえ　ひでき

32 中辺路 栗栖川 副分団長 原　信明 はら　のぶあき

33 中辺路 栗栖川 部長 稲垣　広志 いながき　ひろし

34 中辺路 栗栖川 団員 井田　敦久 いだ　あつひさ

35 中辺路 二川 班長 川井　真治 かわい　しんじ

36 中辺路 二川 団員 山田　雅人 やまだ　まさと

37 中辺路 近野 団員 井上　博幸 いのうえ　ひろゆき

38 中辺路 近野 団員 河原　　篤 かわはら　あつし

39 大塔 鮎川 分団長 永井　文次 ながい　ふみじ

40 大塔 鮎川 団員 大谷　一人 おおたに　かずひと

41 大塔 三川 団員 久保　一利 くぼ　かずとし

42 大塔 三川 団員 岡田　良 おかだ　りょう

43 大塔 富里 団員 家谷　佳男 いえたに　よしお

44 大塔 富里 団員 小松　利幸 こまつ　としゆき

45 本宮 三里 団員 山﨑　徹久 やまさき　てつひさ

46 本宮 本宮 団員 岡本　祐樹 おかもと　ゆうき

47 本宮 本宮 団員 鈴木　智也 すずき　ともや

48 本宮 本宮 団員 中岸　幸雄 なかぎし　ゆきお

49 本宮 四村川 団員 谷瀬　良右 たにせ　りょうすけ
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