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観測プログラムに記載された方の氏名と、
最初に記載のあった年を数字で示しています。



189資　料

川　畑　周　作 （1975）
河　原　　　稔 （1989）
川　良　公　明 （1979）
河　鰭　公　昭 （1972）
神　田　　　泰 （1987）
神　戸　栄　治 （1988）
神　野　光　男 （1975）

き

菊　池　　　仙 （1967）
菊　本　隆　博 （1992）
岸　本　　　真 （1994）
北　井　礼三郎 （1973）
北　村　正　利 （1963）
北　村　良　実 （1988）
吉　川　耕　司 （2000）
木　下　　　宙 （1985）
木　下　大　輔 （2000）
木　村　　　博 （1990）
清　川　正　男 （1962）

く

国　枝　秀　世 （1983）
久保田　　　諄 （1989）
熊　谷　収　可 （1982）
倉　上　富　夫 （1997）
栗　原　　　浩 （1991）
黒　河　宏　企 （1989）
黒　田　武　彦 （1990）
桑　村　　　進 （1991）

こ

香　西　洋　樹 （1989）
幸　田　　　仁 （2000）
河　野　嗣　男 （1985）
河　野　知　久 （2000）
小　暮　智　一 （1962）
古　在　由　秀 （1971）
小　坂　浩　三 （1990）
小　杉　城　治 （1989）
小　平　桂　一 （1965）
小　竹　順　子 （1994）
後　藤　美　和 （1999）
小　林　英　輔 （1969）
小　林　直　樹 （1994）
小　林　英　之 （1994）
小　林　秀　行 （1990）
小　林　美知彦 （1981）
小　林　行　泰 （1998）
小　山　　　伸 （1979）
小　山　陽　平 （2000）
近　藤　正　宏 （2000）
近　藤　雅　之 （1962）
昆　野　正　博 （1976）
小矢野　　　久 （1977）

さ

済　尾　英　行 （1977）
西　城　恵　一 （1977）
斎　藤　　　衞 （1972）
斉　藤　恭　二 （1979）
斎　藤　澄三郎 （1962）
斉　藤　智　樹 （1997）
斎　藤　正　雄 （1996）
坂　本　　　和 （1994）
阪　本　成　一 （1996）
作　花　一　志 （1968）
桜　井　　　隆 （1976）
櫻　井　　　浩 （1996）
酒　向　重　行 （2000）
佐々木　五　郎 （1978）
佐々木　敏由紀 （1982）
佐々木　　　実 （1986）
定　金　晃　三 （1971）
佐　藤　弘　一 （1976）
佐　藤　修　二 （1971）
佐　藤　毅　彦 （1990）
佐　藤　哲　也 （1987）
佐　藤　直　宣 （1962）
佐　藤　英　男 （1983）
佐　藤　文　男 （1967）
佐　藤　文　衛 （1999）
佐　藤　康　則 （1994）
寒　蝉　俊　郎 （1977）
澤　田　真智子 （2000）

し

塩　谷　泰　広 （1993）
志　岐　成　文 （1997）
篠　原　正　雄 （1976）
柴　崎　　　肇 （1988）
柴　田　一　成 （1981）
柴　橋　博　資 （1984）
島　田　雅　史 （1997）
嶋　田　理　博 （1992）
清　水　　　彊 （1963）
清　水　　　実 （1962）
清　水　一　郎 （1975）
清　水　康　広 （1976）
下　田　真　弘 （1962）
寿　岳　　　潤 （1963）
新　川　雄　彦 （1991）
新　野　幹　典 （1991）

す

末　松　義　郎 （1987）
末　元　善三郎 （1963）
菅　井　　　肇 （1989）
菅　沼　正　洋 （1998）
菅　原　　　賢 （1998）
杉　谷　光　司 （1994）

杉　本　大一郎 （1966）
鈴　木　駿　策 （1993）
鈴　木　文　二 （1997）
鈴　木　雅　一 （1977）
鈴　木　義　正 （1971）
周　藤　浩　士 （1985）
砂　田　和　良 （1996）

せ

関　　　宗　蔵 （1976）
関　口　和　寛 （1996）
関　口　朋　彦 （1998）
関　本　祐太郎 （1998）
瀬　田　益　道 （1995）

そ

寒　川　尚　人 （1989）
相　馬　　　充 （1986）
祖父江　義　明 （1975）
征矢野　隆　夫 （1994）
徂　徠　和　夫 （1996）

た

高　岸　邦　夫 （1987）
高　窪　啓　弥 （1962）
高　桑　繁　久 （1998）
高　瀬　文志郎 （1964）
高　田　将　郎 （1994）
高　田　唯　史 （1997）
高　遠　徳　尚 （1990）
高　野　　　亨 （1995）
高　橋　　　清 （1966）
高　橋　　　慎 （1997）
高　橋　忠　幸　 （1998）
高　見　英　樹 （1986）
高　見　道　弘 （1997）
高　宮　　　努 （1999）
高　柳　和　智 （1962）
田　窪　信　也 （2000）
武　市　盛　生 （1986）
竹　内　　　均 （1969）
竹　内　　　覚 （1997）
竹　内　　　努 （1996）
竹　内　　　充 （2000）
竹　内　　　峯 （1966）
竹　内　端　夫 （1971）
竹　田　洋　一 （1982）
武　部　尚　雄 （1992）
田　実　晃　人 （1994）
立　松　建　一 （1984）
田　中　　　済 （1964）
田　中　　　壱 （1997）
田　中　一　尚 （1979）
田　中　捷　雄 （1970）
田　中　培　生 （1986）
田　辺　健　茲 （1990）

田　辺　俊　彦 （1981）
谷　岡　健　吉 （1991）
谷　川　清　隆 （1970）
谷　口　義　明 （1979）
田　原　博　人 （1973）
田　村　眞　一 （1968）
田　村　直　之 （1998）
田　村　元　秀 （1995）

ち

千　葉　柾　司 （1997）

つ

辻　　　　　隆 （1964）
辻　本　拓　司 （1997）
筒　井　芳　典 （1997）
続　　　唯美彦 （2000）
常　深　　　博 （1975）
椿　　　都生夫 （1964）
円　谷　文　明 （1989）
坪　井　昌　人 （1989）

て

出　口　修　至 （1995）
寺　田　　　宏 （1999）
天　間　崇　文 （1999）

と

土　居　　　守 （1990）
涛　崎　智　佳 （1993）
當　村　一　朗 （1989）
土　佐　　　誠 （1971）
土　橋　一　仁 （1999）
富　岡　千　幸 （1990）
冨　田　弘一郎 （1966）
富　田　晃　彦 （1983）
富　田　良　雄 （1983）
冨　野　暉一朗 （1968）
外　山　清　高 （1974）

な

内　藤　宏　亮 （1994）
中　井　直　正 （1989）
長　尾　　　透 （2000）
中　尾　信　明 （2000）
中　桐　正　夫 （1979）
中　島　　　紀 （1999）
中　島　　　康 （1999）
中　嶋　浩　一 （1970）
中　島　淳　一 （1999）
長　田　哲　也 （1983）
中　田　好　一 （1985）
中　西　康一郎 （1997）
仲　野　　　誠 （1984）
中　平　勝　子 （1998）
中　村　　　理 （2000）



190 第７章

中　村　　　士 （1982）
中　村　泰　久 （1985）
中　山　　　覚 （2000）
中　山　公　彦 （1973）
名　崎　欣　尚 （1998）
成　相　恭　二 （1963）
鳴　沢　真　也 （1991）
鳴　海　泰　典 （1973）

に

西　　　恵　三 （1971）
西　浦　慎　悟 （1997）
西　川　　　淳 （1987）
西　田　　　稔 （1963）
西　田　実　継 （1987）
西　原　英　治 （1991）
西　村　史　朗 （1962）
西　村　雅　樹 （1974）

ね

根　本　岳　志 （1988）
根　本　清　一 （1973）

の

能　丸　淳　一 （1987）
能　美　洋　介 （2000）
野　上　大　作 （1997）
野　口　　　猛 （1974）
野　口　邦　男 （1981）
野　口　本　和 （1983）
野　澤　宏　大 （1997）
野　田　　　学 （1987）
野　田　寛　大 （1999）
乗　本　祐　慈 （1974）

は

橋　本　　　修 （1989）
橋　本　オクラ （1992）
橋　元　淳一郎 （1966）
はしもとじょうじ （1999）
長谷川　　　均 （1997）
長谷川　　　隆 （1997）
長谷川　哲　夫 （1997）
長谷川　俊　雄 （1968）
畑　中　至　純 （1962）
服　部　　　尭 （1996）
服　部　　　喬 （1997）
馬　場　　　歩 （1991）
馬　場　　　肇 （1996）
馬　場　直　志 （1970）
馬　場　義　男 （1970）
濱　坂　征　志 （2000）
浜　島　清　利 （1979）
浜　名　茂　男 （1976）
浜　部　　　勝 （1979）
早　川　幸　男 （1966）

早　坂　　　匡 （1983）
林　　　　　薫 （1994）
林　　　忠　史 （1996）
林　　　左絵子 （1991）
早　野　　　裕 （1991）
半　田　利　弘 （1989）

ひ

日江井　栄二郎 （1970）
比田井　昌　英 （1975）
平　井　正　則 （1967）
平　方　伸　之 （1998）
平　下　博　之 （2000）
平　田　龍　幸 （1967）
平　野　尚　美 （1997）
平　山　　　淳 （1970）
広　瀬　秀　雄 （1962）
廣　田　由　佳 （1994）

ふ

深　田　満　男 （1998）
深　津　正　 （1981）
福　江　　　純 （1991）
福　岡　　　孝 （1973）
福　田　一　朗 （1969）
福　間　　　寛 （1966）
福　来　正　孝 （1994）
藤　井　高　宏 （1998）
藤　井　正　美 （1977）
藤　田　良　雄 （1962）
藤　波　重　次 （1970）
藤　目　　　豊 （1986）
藤　本　真　克 （1981）
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洞　口　俊　博 （1984）
本　田　敏　之 （1998）
本　田　敏　志 （2000）
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山　本　将　史 （1983）

ゆ

湯　浅　　　学 （1989）
湯　谷　正　美 （1978）

よ

横　尾　武　夫 （1966）
横　尾　広　光 （1969）
吉　井　　　譲 （1997）
吉　岡　一　男 （1972）
吉　沢　正　則 （1973）
吉　田　勝　一 （1998）
吉　田　重　臣 （1984）
吉　田　二　美 （2000）
吉　田　道　利 （1987）
吉　村　宏　和 （1970）

わ

若　松　謙　一 （1968）
鷲　尾　典　俊 （1999）
和　田　桂　一 （1998）
渡　辺　　　尭 （1967）
渡　辺　悦　二 （1976）
渡　部　潤　一 （1985）
渡　辺　鉄　哉 （1982）
渡　部　豊　喜 （1988）
渡　辺　正　明 （1980）
渡　辺　義　弥 （1993）

合計572名


