
地 区 氏   名 地 区 氏   名 地 区 氏   名 地 区 氏   名 地 区 氏   名 地 区 氏   名

東 大 関 大阪 佐藤　誠二 尼崎 東瀬戸　勝則 神戸 土井　裕司 焼津 中野　和廣 磐田 高橋　明麿 尾道 植田　　満

西 大 関 大阪 佐藤　誠二 岸和田 野添　真司 鳥取 松井　英二 浜松 杉浦　邦彦 堺 小國　秀人 尾道 植田　　満

立 行 司 大東 中村　正則 岸和田 野添　真司 貝塚 林　　完治 羽曳野 北山　円空 貝塚 林　　完治 尼崎 原田　満夫

東 取 締 唐津 浦尾　恒彦 徳島 溝杭　俊志 岸和田 家治　秋宏 小松島 泰地　正一 兵庫 平田　泰三 西宮 天知　英樹

西 取 締 堺 小國　秀人 明石 松本　勝誠 鳥取 松井　英二 神戸 河原　文男 神戸 光宮　　正 尾道 賀志谷　潔司

東 関 脇 淡路 小溝　晃 東大阪 松井　和久 川西 松宮　和博 貝塚 林　　完治 羽曳野 北山　円空 尾道 賀志谷　潔司

西 関 脇 神戸 青柳　光雄 兵庫 平田　泰三 堺 小國　秀人 神戸 河原　文男 淡路 浜野　和義 尾道 賀志谷　潔司

東 小 結 岸和田 野添　真司 大阪 中　孝男 神戸 依吉　裕之 磐田 高橋　明麿 浜松 杉浦　邦彦 尼崎 原田　満夫

西 小 結 徳島 山口　公好 淡路 浜野　和義 西宮 九里　博公 羽曳野 黒川　博 貝塚 林　　完治 西宮 天知　英樹

勧進元一 神戸 島村　勲 岸和田 野添　真司 尾道 村上　良一 加古川 喜多山 賢士 加西 三島　憲通 尾道 賀志谷　潔司

勧進元ニ 唐津 浦尾　恒彦 神戸 青柳　光雄 加古川 喜多山 賢士 吹田 荒蒔　義行 加西 若宮　敏和 尼崎 原田　満夫

行 司 一 東大阪 松井　伸弘 吹田 荒蒔　義行 神戸 依吉　裕之 吹田 荒蒔　義行 貝塚 林　　完治 鹿児島 水溜　道雄

行 司 二 神戸 島村　勲 兵庫 平田　泰三 龍野 三田　隆昭 唐津 浦尾　恒彦 浜松 杉浦　邦彦 尼崎 原田　満夫

行 司 三 明石 松本　勝誠 徳島 溝杭　俊志 大東 喜田　佳浩 大和郡山 山本　史郎 神戸 光宮　　正 尾道 賀志谷　潔司

脇行司一 神戸 新谷　千晶 徳島 溝杭　俊志 徳島 溝杭　俊志 奈良 井ヶ田　芳郎 福知山 中村　紀子

脇行司二 東大阪 松井　伸弘 神戸 長谷川　 孝子 羽曳野 北山　円空 東大阪 原　伸一郎 鳥取 松井　英二

東前頭一 唐津 浦尾　恒彦 兵庫 平田　泰三 徳島 島本　康宏 吹田 荒蒔　義行 淡路 村上　　勉

西前頭一 鳥取 松井　英二 東大阪 松井　伸弘 尼崎 原田　満夫 吹田 荒蒔　義行 神戸 長谷川　 孝子

東〃   二 徳島 溝杭　俊志 尼崎 原田　満夫 神戸 土井　裕司 川西 松宮　和博 神戸 長谷川　 孝子

西〃   二 大東 中村　正則 吹田 荒蒔　義行 堺 清水　孝昭 豊橋 神谷　健一 吹田 吉田　利明

東〃   三 龍野 三田　隆昭 神戸 青柳　光雄 堺 小國　秀人 吹田 大内　拓司 神戸 長谷川　 孝子

西〃   三 堺 清水　孝昭 富田林 前田　利実 吹田 吉田　利明 徳島 吉田　健治 吹田 大内　拓司

東〃   四 龍野 三田　隆昭 豊中 長部　弥佐男 吹田 吉田　利明 富田林 前田　利実 加西 三島　憲通

西〃   四 堺 小國　秀人 神戸 新谷　千晶 吹田 大内　拓司 小松島 泰地　正一 羽曳野 北山　円空

東〃   五 尾道 村上　良一 龍野 三田　隆昭 尾道 植田　　満 淡路 飛田　　豊 小松島 泰地　正一

西〃   五 唐津 浦尾　恒彦 尾道 村上　良一 浜松 邑上　進一 富田林 前田　利実 堺 清水　孝昭

東〃   六 東大阪 松井　伸弘 東大阪 松井　伸弘 松山 澄川　正樹 焼津 中野　和廣 吹田 大内　拓司

西〃   六 徳島 溝杭　俊志 唐津 浦尾　恒彦 徳島 島本　康宏 神戸 青柳　光雄 東大阪 横井　文夫

東〃   七 大東 中村　正則 鳥取 松井　英二 吹田 吉田　利明 東大阪 松井　和久 神戸 橋本　　淳

西〃   七 大阪 米田　敏晴 徳島 島本　康宏 龍野 三田　隆昭 磐田 高橋　明麿 鳴門 大井　慶子

東〃   八 大東 中村　正則 大阪 米田　敏晴 川西 松宮　和博 浜松 杉浦　信二 佐賀 熊畑　義仁

西〃   八 岸和田 家治　秋宏 尾道 村上　良一 徳島 山口　公好 堺 清水　孝昭 福知山 中村　紀子

東〃   九 大阪 田川　直文 唐津 浦尾　恒彦 神戸 田中　保成 岸和田 野添　真司 淡路 飛田　　豊

西〃   九 豊中 長部　弥佐男 大和高田 有田　正明 羽曳野 北山　円空 佐賀 熊畑　義仁 神戸 新谷　千晶

東〃   十 尼崎 黒田　　隆 大東 喜田　佳浩 尾道 植田　　満 堺 村上　周三 熊本 小川　武宏

西〃   十 唐津 浦尾　恒彦 大和高田 有田　正明 浜松 邑上　進一 吹田 荒蒔　義行 神戸 土井　裕司

東〃十一 大阪 中　孝男 福知山 中村　紀子

西〃十一 堺 清水　孝昭 神戸 西田　祐樹

東〃十ニ 貝塚 林　　完治 東大阪 竹内　知至

西〃十ニ 神戸 河原　文男 兵庫 平田　泰三

東〃十三 吹田 大内　拓司 浜松 杉浦　信二

西〃十三 西宮 小山　靖雄 神戸 橋本　　淳

東〃十四 明石 松本　勝誠 龍野 三田　隆昭

西〃十四 八尾 吉永　健二 神戸 河原　文男

東〃十五 尾道 村上　良一 さぬき 陶山　伸一

西〃十五 鳴門 大井　慶子 徳島 溝杭　俊志
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