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阿部・阿部 有佑・安達 裕一・伊貝 一弘・伊藤・伊藤・伊藤 雅也・伊藤 元博・ 

伊藤 彰悟・伊藤 彰宏・伊藤 信一郎・伊藤 真・伊藤 知隆・伊藤 朋子・伊藤 明彦・ 

伊藤 容子・伊藤 利幸・伊藤 恋彩夏・伊藤 煌色斗・井戸 亮子・井上 直紀・井川 正規・

井村 浩二・井端 利之・稲田 伸一・浦 久実・浦田 祐二・遠島 武治・奥川 弘幸・ 

奥村 佳代子・横山 年弥・岡副 友博・岡本 晃平・岡本 晴孝・岡本 敦嗣・下柳 隆幸・

加藤・加藤・加藤・加藤・加藤 亜矢子・加藤 謙司・加藤 克・加藤 守・加藤 庄太・ 

加藤 省吾・加藤 真悟・加藤 知美・加藤 智之・加藤 哲郎・加藤 来夢・加藤 理絵・ 

加藤 玲名・加納 将平・夏目 貴光・夏目 沙妃・夏目 聖史・夏目 敦史・河合 延仁・ 

河村 康志・河村 哲也・河本 裕・河野・河野・河野 真二郎・河野 芳範・海川 明彦・

梶浦 功次・梶浦 正之・鎌倉 成治・鎌田 心・館林 茂・舘 圭介・岩津 昭仁・岩田・ 

岩田・岩田 てるみ・岩田 光司・岩田 恒雄・岩田 晃治・岩田 誠・岩田 和美・岩本 篤・

鬼池 泰生・鬼頭 幸弘・鬼頭 大介・菊田 貴弘・吉川 浩樹・吉村・吉田 貴世子・ 

吉田 政人・吉田 卓弘・吉田 篤史・吉田 莉子・久保川 達男・久本・久本 好幸・ 

久連石 幹雄・宮下 立美・宮崎 将弘・宮田 めぐみ・宮田 渉・宮田 大貴・宮田 和彦・

宮嶋 康宏・宮内 裕也・宮脇 昭・橋口 亮・橋本 光輝・橋本 正一・橋本 和佳・ 

興久田 巧・玉木 幸一・玉利 聡・近藤 栄作・近藤 雅哉・近藤 智恵美・近藤 靖暢・ 

近藤 琉音・兼松 茂樹・原田 浩秀・古橋 剛史・古田 剣一・戸塚 和秀・五十嵐 実・ 

後藤  幸雄・後藤 恵一・後藤 博文・後藤 武志・光松 学・幸脇 康洋・広島 誠二・ 

江尻 貴宣・溝手・溝手・溝手 ・溝手 祐司・荒木 厚喜・高間 一美・高橋・高橋・高橋・

高橋 一彦・高橋 芽生・高橋 健一・高橋 祐史・高倉 一弘・高田 誠巳・黒澤 祐介・ 

今井 勝治・佐々木 博幸・佐藤 充利・佐藤 辰三・佐野 義人・佐野 邦夫・坂元 祐三郎・

坂口 誠太郎・坂本 晴樹・坂本 脩斗・三輪・三輪 鉱二・山下 基親・山崎 洋平・ 

山村 雄治・山中 秀晃・山田 一寿・山田 京子・山田 広昭・山田 章人・山田 大祐・ 

山田 哲弘・山田 利空・山田 利治・山内 一生・山北 貴哉・山本 耕一・山本 真司・ 

山本 祐樹・山﨑・山﨑・山﨑・山﨑 亮・子林 義明・市岡 宏基・市原 正英・ 

寺沢 秀雄・寺谷 隆之・篠田 孝治・柴田 武司・若山 甫・秋山 聡・秋田 将成・ 

舟橋 正智・舟橋 邦夫・住田 義典・小笠原・小笠原・小笠原・小笠原 傑・小崎 正高・

小山 達・小瀬 義徳・小川・小川・小川 晃徳・小川 浩一・小川 裕之・小谷 健二・ 

小池・小池・小池・小池 知弘・小野寺 茂・小澤 貴弘・松岡 かやの・松原・松原・ 

松原・松原 寛幸・松原 功・松原 豪・松原 順子・松原 真緒・松原 哲也・松原 敏広・

瀬戸工場 

敬称略 順不同



松原 豊和・松本 久美子・松本 幸士・松本 浩・松本 真太朗・松本 真也・松本 直久・

上条 茂・上村 正勝・上野 卓・上野 稔・上档 和則・植田 康二・植田 新吾・ 

新美 行紀・新福 正平・森 和也・真野 弘・神戸 英宏・神谷 晃平・神谷 正人・ 

神谷 奏平・神谷 大輔・神田・神田 幸矢・水谷 信夫・水野・水野・水野 幹広・ 

水野 宏昭・水野 隆二・杉浦・杉浦・杉浦・杉浦 寛之・杉浦 寛之・菅沼 英光・ 

寸田 愛吉・成瀬 真菜実・成田  守・星川・星川・星川・星川 佳史・清水 央・ 

清水 剛志・清本 善基・盛野 龍治・西 智仁・西垣 兵馬・西山 隆正・西川・西川・ 

西川・西川・西川 金一・西川 徹・西村 新市・青山・青山 一郎・青山 将之・ 

青山 昌義・斉藤 友彦・石井 政也・石原 大輔・石川 卓・石川 和也・赤塚 和也 ・ 

折原 大輔・川合・川合 洋次・川崎 海紅・川崎 貴弘・川崎 琉世・川上・川上・川上・

川上 禎夫・川上 哲生・川上 美由紀・川上 和紀・川村 知三・川島 桂・川島 隆一・ 

前田 滉平・前野 善和・増岡 錦也・足立 孝男・村上 明人・村木 充宜・大原 実・ 

大川内 三千博・大池 典彦・大野・大野 法隆・大野 明義・大渕 宗治・棚橋 道夫・ 

谷 定和・谷 衞・谷岡・谷岡・谷岡 一樹・丹下 峰男・池田 大丈・池田 友広・ 

竹内 裕紀・中垣 亜美・中西・中西 良平・中川 大輔・中村 克則・中島・中島 紀明・

中島 勲・中島 信朗・中島 清児・中本・中野 一輝・長屋 直人・長崎・長崎 則一・ 

長谷川 英和・長谷川 晃・長谷川 誠・長尾 一彦・田垣 貴康・田口 浩一・田口 誠人・

田代 賢治・田中 克浩・田中 秀和・田中 伸佳・田中 真貴子・田中 莉子・渡川・ 

渡辺 俊和・土方 誠吾・島 英毅・島 英毅・島津 博明・東出・東出 堅・東峰 誠・ 

湯口 太介・筒井・藤井・藤井・藤井 亜寿加・藤井 孝義・藤井 千景・藤原 信夫・ 

藤原 和秋・藤川 耕治・藤田 佳幸・藤澤 哲也・道家 真一・内藤 良江・南 勝政・ 

南 春美・南 哲也・日高 康稔・日高 美里・馬渕  達志・梅田 恭孝・白谷 克樹・畑中・

畑内・畑内 浩志・八野田 紀秀・判 正二・繁木 清・肥田木・肥田木 亨・樋口 正裕・

尾藤 勝己・彦坂 篤志・浜崎 哲也・冨田 泰光・武藤 丈好・風間 重徳・福中 俊雄・ 

平井・平井 雅人・平松 輝信・平川・平尾 俊雄・北原 有二・北村 貴志・堀田 甫・ 

本田 文利・木下 仁・木佐貫 享哉・木山 繁実・木村 孔治・木村 耕介・木本 和行・ 

野村 秀夫・野村 正俊・矢田・矢野・矢野 匡宏・柳田 充・有元・有元 憲二・ 

力本 忠司・林 宏明・鈴木 啓太・鈴木 三秀・鈴木 秀明・鈴木 純平・鈴木 紹史・ 

鈴木 真介・鈴木 正夫・鈴木 忠・鈴木 裕次郎・廣瀬 昭博・廣瀬 麻里・澤口 佳孝・ 

澤尻 幸平・澤田 昌見・澤田 徳洋・澤岻 幸一・濱崎 志紀・礒 昇・礒﨑 優一・アヘイ・

キョウヒ・サイシュウトウ・ソウゲイヒ・チョウコウホウ・チンモウ・トウショウ・ 

トウダイカイ・ハクエンエン・ユウテイ・ヨウヨウ・リコウ・レイテイ・ 

水野小学校 金菅バンド部 19 名・八和田山工場事務局 3 名・TGM 30 名 


