
十勝            安全保険     年 月加入者名簿

加入日 姓 名     加入日 姓 名     加入日 姓 名     

 月  日 青木 誓哉        月  日 小幡 秀彰         月  日 工藤 晃一        

青木 隆       小俣 太       工藤 仁       

赤塚 友康         小山田 圭介         熊木 健      

安藝 留美子      笠井 博之        栗山 茂        

浅井 康児       梶澤 大介         小高 秀樹       

阿部 和生      河島 理人       近藤 恵太        

阿部 晃久       数馬 憲昭        今野 訓昌        

荒木 聡       加藤 喜一       佐伯 政幸        

安藤 義明         加藤 貴嗣        坂野 研      

飯島 義和         加藤 美佳      坂本 浩一         

池下 勝志        加藤 由記       坂本 弘正         

石井 勅敬        加藤 隆一         佐 木 進       

石井 洋       鹿内 邦宜         佐 木 俊行        

石塚 秀美        神尾 真輝       佐藤 公信        

一戸 裕之         神山 亮太        佐藤 修吾        

伊藤 祐司       神代 一嘉       佐藤 史       

井上 一彦         鵜川 隆        佐藤 直香       

岩崎 友治         鴨野 恵一        佐藤 望       

打越 淳也         川村 智春         佐藤 美幸       

江良 真一       川本 洋己        佐 木 康之        

大倉 敏嗣         神田 要       佐藤 芳暢        

大津 壮稔        神田 佳憲        左文字 俊享          

大津 弘康                        澤 貴彦       

大西 義光        菊池 真一        島野 敏幸        

大林 旭         菊池 嗣治        下田 嘉明        

大本 学        菊池 洋一        東海林 励一         

大森 隆明         木下 祥伸        白藤 祐治        

大山 孝裕         北村 修       白山 真司        

小黒 健二       北村 清智        菅原 秋也         

小野 勝己      草野 潤       菅野 学        



加入日 姓 名     加入日 姓 名     加入日 姓 名     

 月  日 菅原 儀世          月  日 長澤 紀幸          月  日 松尾 力一        

鈴木 晃       中村 高幸         松隈 慎一         

鈴木 啓正        中村 涼子         松村 勝己        

砂澤 聖太郎          鍋谷 郷司       松本 典幸         

瀬戸 直人      成田 慎一郎          見上 裕治       

相蘇 洋      成田 春光       水田 貴之        

園田 英樹       成田 康二       三角 貴裕        

高倉 直兄        西岡 政春         光内 宏樹        

高田 昌明        西村 宣彦         御幸 彰       

高田 美奈      野沢 真弓       三輪 英則       

髙津戸 義彦         野中 洋       向田 哲       

高橋 佳宏         羽毛 務      村上 光治        

武石 伸也        畑中 正         目黒 克也       

武田 哲也       馬場 優輝      木綿 正行        

竹田 義則        浜向 伸治         森 茂      

羽田 孝臣       早坂 誠        森田 烈也       

田中 肇       樋口 正行        八木森 喜芳        

田中 秀幸        美藤 充弘        柳澤 英樹         

田中 将司       平田 正廣        山内 公己男        

谷口 太一        平山 歩        山内 信司        

谷中 亮文         広瀬 泰輔        山野寺 敏美          

多畑 亮       広田 麻巳       山口 琢美        

中鉢 武志         藤井 琢      山崎 均        

長南 伸次         藤沢 歩未        山田 展弘        

辻野 剛始郎         藤根 勝       山田 浩       

辻 英敏       細沼 幸司       山田 正人       

津田 春紀      穂山 公一        芳川 博        

堤 哲也       本間 吾朗       吉田 斉       

寺井 範男       前田 一至        月  日 五十嵐 友彦         

堂田 京介         増子 健一        田中 勝       

徳田 努       松井 忠史       甫木 勇太      

登坂 康弘        松浦 秀範         

豊田 泰治        姓 名     



加入日 姓 名     加入日 姓 名     

 月  日 大川 幸一郎            月  日 阿部 敬珠       

小野 博史      池内 秀樹        

北 敏博       板井 生野       

近藤 哲弘         鬼塚 益生        

齋藤 裕美        川畑 智敬         

佐藤 範夫       川嶋 雅人        

佐藤 元昭        小林 崇晶         

忽滑谷 聴将         佐 木 健人       

細沼           佐 木 駿       

松前 文夫        澤田 修一         

森山 雅博         澤田 正樹       

 月  日 安藤 隆        柴田 嘉明        

小野寺 俊        清水 俊輔         

於本 洋行        谷分 裕憲         

倉岡 克行         波田 純一         

今 聡      新田 一良        

佐藤 圭一        増岡 一臣         

嶋崎 大輔         森川 達彦         

田村 朝春       矢野目 翔太        

中村 剛        吉井 克志       

野田 司      鷲北 陽一         

野呂 大輔       

本間 泰史       

松田 達明        

松橋 智史         

光成 勇人        

向 智輝       

目良 剛      

山本 武司        

湯村 和彦       


