
  宮門会　　会員　ＬＩＳＴ　（平成２５年　１１月３日　現在）
1期 6期 11期 16期 20期 26期
宮門01期青木　寛夫 宮門06期太田　晨一 宮門11期川井　達 * 宮門16期上ノ坊　淳 宮門20期樋口　由季 宮門26期内田　千尋
宮門01期飯泉　昌彦 宮門06期木下　幸雄 宮門11期藤田　能孝 * 宮門16期上原　賢三 宮門20期菊池　邦夫 宮門26期梅岡　俊
宮門01期田中　勝美 宮門06期窪田　幸治 宮門11期吉丸　和彦 宮門16期中山　恒史 宮門20期岡村　昌明 宮門26期槌谷　正浩
宮門01期萩森　昭二 宮門06期下出　憲一 宮門11期鈴木　文夫 宮門16期吉田　国治 宮門20期境　紳隆 * 宮門26期岩崎　英彦
宮門01期弘中　顕録 宮門06期高柳　繁雄 宮門11期八木　隆 * 宮門16期鈴木　日出男 宮門20期北中　英明 宮門26期小林　健一郎

宮門06期中川　勝敬 * 宮門11期大塚　潤一 宮門16期古澤　宏 宮門20期北條　潔 宮門26期石沢　史郎
宮門06期中島　敬雄 宮門11期倉持　和徳 宮門16期沖崎　行男 宮門20期小林　隆聖 宮門26期末藤　孝之

２期 宮門06期花枝英樹 * 宮門11期佐藤　正樹 宮門16期古橋　秀敏 宮門20期佐藤　和寿
宮門02勝俣　芳朗 宮門０６三谷　清 宮門11期岡田　孝一 * 宮門16期大倉　浩治 宮門20期浜崎　浩志 ２７期
宮門02鎌田　忠吉 宮門０６片野正房 宮門11期支倉　孝育 宮門16期後藤　真二 宮門20期山口　徹 宮門27期青木　智則
宮門02瀬良　達明 宮門11期宇田　均 宮門16期須賀　誠司 宮門20期野村　貞晴 宮門27期矢花　智行
宮門02高橋　三雄 7期 宮門11期大久保　寧 宮門16期山田　典夫 宮門20期船越　高志 宮門27期東　浩二
宮門02富田　輝博 宮門０７関　榮一 宮門11期渋沢　菊也 宮門16期石田範俊 宮門27期清水　紀史
宮門02山田　孝行 * 宮門０７柴田　暁 宮門11期高田　真治 21期 宮門27期永田　知巳

宮門０７菊竹　秀敏 宮門11期名取　隆 １７期 宮門21期高崎　和義 * 宮門27期森川　佳映
3期 宮門０７佐原　寛二 宮門11期船山　雅史  氏名 宮門21期舘野　真一 宮門27期小川  浩史
宮門03期青山　守 * 宮門０７鶴見　伸一 宮門17期熊谷　泰 宮門21期阿部　宏
宮門03期中下　司 宮門０７星野　茂 13期 宮門１７秋本 二郎 宮門21期神尾　真人 ２８期
宮門03期濱野　英夫 宮門０７中沢 * 宮門13期貝増　眞 宮門１７宇崎 泰雅 宮門21期熊田　泰也
宮門03期森本　茂男 * 宮門13期吉川　学 宮門１７遠藤 竜介 宮門21期網倉　久永 29期
宮門03期伊藤　豊 8期 宮門13期渡辺　茂通 宮門１７熊谷    泰 * 宮門21期竹田　敏英 宮門29期吉田　和弘
宮門03期丸山　哲男 宮門08期長門　正貢 宮門13期垣沼　裕司 宮門１7渋木 和也 宮門21期吉田　憲一郎 宮門29期安藤　宗
宮門03期徳永　興亜 宮門08期西牟田　伸一 宮門13期永田　耕一 宮門１７檀原 正則 宮門21期村山　雅男 宮門29期一ツ田　益利
宮門03期伊丹　敬之 宮門08期島田　正明 * 宮門13期秋葉　和男 宮門１７中村 幹夫 宮門21期磯村　明 宮門29期沢田　佳宏
宮門03期大森　輝夫 * 宮門08期中村　裕一 * 宮門13期木下　勝之 宮門１７西野    優 * 宮門21期木田　恭子 宮門29期片山　景太

宮門08期乙黒　勤 宮門13期浅田　富彦 宮門１７野田    稔 宮門21期畑中　晴雄 宮門29期藤井　祐一
4期 * 宮門08期西端　義仁 * 宮門13期新井　茂 宮門１７濱ノ園 健一 宮門21期石川　宏 宮門29期島　誠一
氏名 宮門08期松尾　信幸 宮門13期高橋　淳 宮門１７林    大司 宮門21期工藤　直 宮門29期中村　哲久

* 宮門04期竹川　源五郎 * 宮門08期塩見　広太郎 * 宮門13期小崎　俊彦 宮門１７細田 盛継 宮門21期坪野　均 宮門29期小林　宏之
宮門04期青木　勲 宮門08期一瀬　益雄 宮門13期原田　伸介 宮門21期宮浦　孝 宮門29期小山　元司
宮門04期後藤　忠夫 * 宮門13期吉馴　和哉 18期 宮門21期望月 章弘 宮門29期小和田　祐子
宮門04期青島　茂 9期 * 宮門13期吉田　行雄 * 宮門18期堀　勝美 宮門21期渡邊 敬史
宮門04期杉山　武彦 宮門09期窪寺　隆 宮門13期宮﨑　徹 宮門18期 大谷　泰彦 30期
宮門04期堀内　行蔵 宮門09期吉川　紀夫 * 宮門13期市川　俊英 宮門18期 押川雅俊 ２２期 宮門30期榎本　卓
宮門04期三崎　洋一郎 宮門09期片岡　晴夫 * 宮門13期鴻巣　正 宮門22期後藤　昌紀 宮門30期杉山　太輔
宮門04期野川千佳子 宮門09期鈴木　雅己 * 宮門13期高橋　徹 19期 宮門22期 西澤 * 宮門30期秋吉貴雄 

宮門09期花谷　正 宮門19期伊藤　伸治
5期 ＊ 宮門09期吉田　和男 14期 宮門19期岡田　朝彦 ２３期 31期
名 宮門14期伊藤　雅明 宮門19期忽那　太郎 宮門23期東　隆行 宮門３１大場　恒和
宮門０５有田　稔 10期 宮門14期佐藤　修 宮門19期小里　裕章 宮門23期肥田　信博 宮門３１藤田　貴之
宮門０５安藤　禎夫 宮門10期松沼　英昭 * 宮門14期杉本敦男 宮門19期清水　重和 宮門23期奥沢　けい子 宮門３１馬場　清大

* 宮門０５西　裕治 宮門10期大江　健 * 宮門14期後藤剛士 宮門19期須川　直輔 宮門23期小畑　和輝 宮門３１藤田　和久
宮門０５及川　俊男 宮門10期河辺　勉 宮門19期浜田　健康 宮門23期木下　泰 宮門３１山田　大嗣
宮門０５小島　武雄 宮門10期井上　賢司 15期 * 宮門19期平野　達也 宮門23期中村　光良 宮門３１氏家　圭一
宮門０５正坊地　雅彦 * 宮門10期高橋　明 宮門15期小林　恭 宮門19期雨宮　義泰
宮門０５安田　一郎 宮門10期高橋　忠明 宮門15期関内　雅男 * 宮門19期伊藤　憲行 24期 助手
宮門０５清水　幸男 宮門10期西條 収 宮門15期山本　豊彦（自） * 宮門19期臼井　興胤 宮門24期古賀　直人 宮門助手北爪 すみ子
宮門０５大先　一正 宮門10期村瀬　直幸（自宅） 宮門15期山本　豊彦(会） * 宮門19期黒岩　誠 宮門24期増岡　聡 宮門助手辜　玉子
宮門０５西　毅 宮門10期村瀬　直幸（大学） 宮門15期庵　栄伸 宮門19期後藤　隆志 宮門助手秋友 久美子（携）
宮門０５武藤　義信 宮門10期金井　伸夫 宮門15期奥野　一丸 * 宮門19期佐川　　熱 ２５期 宮門助手徳永幸子(携)
宮門０５児玉　龍三 宮門10期菅原　孝二 宮門15期有馬　英二 宮門25期仙波　太郎 宮門助手高柳　節子
宮門０５竹下　達夫 * 宮門15期大内　弘一 宮門助手伴　昭子
宮門０５水野　裕 宮門15期武吉　道雄 宮門助手太田恵理子
宮門０５森田　道也 宮門15期福島　浩二 宮門助手中村奈美


