
LSC関西支部会員名簿       2022.12.2

番号 氏 名 住 所 メールアドレス

【2002年以前入会】

1 神原克収 兵庫県芦屋市 yykambara44@gmail.com

2 神原ヨシ子 兵庫県芦屋市 yykambara44@gmail.com

3 中村チヨ子 大阪府豊能郡豊能町 chiyo2636@gmail.com

4 中村勝重 大阪府豊能郡豊能町 chiyo2636@gmail.com

5 須賀敬三 滋賀県大津市 chmaken@gmail.com

6 須賀千恵子 滋賀県大津市 chmaken@gmail.com

【2003年入会】

7 塩原　聡 滋賀県守山市 sato0828.s@gmail.com

8 杉本　勇 大阪府堺市 sugisann44@gmail.com

9 山田修司 兵庫県芦屋市 dfeex308@kcc.zaq.ne.jp

10 山田清子 兵庫県芦屋市 dfeex308@kcc.zaq.ne.jp

【2004年入会】

11 貞松明彦 兵庫県神戸市 newkobenishi@gmail.com

12 貞松啓子 兵庫県神戸市 newkobenishi@gmail.com

13 今泉輝幸 大阪府茨木市 imateru0106@gmail.com

14 今泉和子 大阪府茨木市 imateru0106@gmail.com

15 大竹良秀 奈良県奈良市 yandh.otake_is@cosmos21.co.jp

16 大竹演代 奈良県奈良市 yandh.otake_is@cosmos21.co.jp

【2005年入会】

17 十河和夫 大阪府大阪市淀川区 kazusogou@gmail.com

18 吉崎愛子 大阪府大阪市淀川区 kazusogou@gmail.com

19 杉本孝雄 大阪府堺市東区 s.marathon@gmail.com

20 杉本明美 大阪府堺市東区 s.marathon@gmail.com

21 戸谷　浩 愛知県名古屋市 totanis402@gmail.com

22 正木伸治 奈良県大和高田市 sutetekoojisan@gmail.com

23 刀根洋二 三重県松阪市 taeko_10ne@hotmail.com

24 刀根多恵子 三重県松阪市 taeko_10ne@hotmail.com

25 岩田勝弘 大阪府大阪市北区 k3iwatactv@yahoo.co.jp

26 岩田優子 大阪府大阪市北区 k3iwatactv@yahoo.co.jp

27 井藤正治 大阪府河内長野市 masaito2200@gmail.com

28 井藤友子 大阪府河内長野市 masaito2200@gmail.com

【2006年入会】

29 武田芳久 兵庫県明石市 milky-way.take@s8.dion.ne.jp

30 宇都宮嘉忠 愛媛県松山市 utsunomiya9460604@yahoo.co.jp

31 安樂秀典 兵庫県西宮市 rakus514@gmail.com

32 安樂　操 兵庫県西宮市 anlecao18@gmail.com

33 白井信次郎 大阪府大阪市 shinjiroshirai@gmail.com

【2007年入会】

34 奥田知己 大阪府大阪市 oakbay1943@gmail.com

35 奥田祥子 大阪府大阪市 oakbay1943@gmail.com

36 益田　勝 大阪府大阪市 bpbfn902@gmail.com

37 新垣　晃 沖縄県那覇市 25uedatomishiro@gmail.com

38 新垣恵子 沖縄県那覇市 25uedatomishiro@gmail.com

39 後藤　繁 奈良県大和郡山市 goto2428@gmail.com

40 後藤成子 奈良県大和郡山市 goto2428@gmail.com

【2008年入会】



41 坂田慶二 大阪府八尾市 k.sakata1946@gmail.com

42 坂田早苗 大阪府八尾市 k.sakata1946@gmail.com

43 廣川鷹七 大阪府高石市 hirotakahichi@yahoo.co.jp

44 廣川萬里 大阪府高石市 hirotakahichi@yahoo.co.jp

45 野田三枝 大阪府大阪市 natanie921jp@yahoo.co.jp

46 箱崎正次 兵庫県芦屋市 dfawz300@kcc.zaq.ne.jp

47 箱崎佐知子 兵庫県芦屋市 dfawz300@kcc.zaq.ne.jp

【2009年入会】

48 山崎　撃 兵庫県加古川市 gekisadako@gmail.com

49 山崎貞子 兵庫県加古川市 sadakosan0808@gmail.com

50 本村忠司 大阪府大阪市 motomura@cb3.so-net.ne.jp

51 杉田留津子 大阪府大阪市 motomura@cb3.so-net.ne.jp

52 寺尾登志子 大阪府箕面市 mamy119.824@gmail.com

53 赤野隆一 大阪府大阪市 nbyk_sun53@silk.plala.or.jp

54 赤野文子 大阪府大阪市 akachan1225@gmail.com

55 多胡かよ子 大阪府守口市 fkenp403@cwk.zaq.ne.jp

56 横井淳子 大阪府枚方市 jyokoi2801@yahoo.co.jp

57 郡　幸子 岐阜県岐阜市 sachiko.kori@gmail.com

58 郡　楠雄 岐阜県岐阜市 sachiko.kori@gmail.com

【2010年入会】

59 三宅　求 兵庫県神戸市 miyakeq32620@gmail.com

60 三宅そとえ 兵庫県神戸市 miyakeq32620@gmail.com

61 平田和彦 大阪府枚方市 0788hirakazu@gmail.com

62 平田順子 大阪府枚方市 0788hirakazu@gmail.com

63 西田　学 台湾台北市 gorozoupai@yahoo.co.jp

64 赤木磨子 大阪府豊中市 megumako-n826@arrow.ocn.ne.jp

65 横山義輝 兵庫県加古川市 yottechan@gmail.com

66 横山真知子 兵庫県加古川市 yottechan@gmail.com

67 佐藤博士 大阪府泉南郡 hakase47@hotmail.com

68 佐藤麻利 大阪府泉南郡 hakase47@hotmail.com

69 戸田　彰 愛知県半田市 atirasan73@gmail.com

70 戸田弘子 愛知県半田市 atirasan73@gmail.com

【2011年入会】

71 前田多加士 兵庫県神戸市 tak_aokata@yahoo.co.jp

72 前田恵美子 兵庫県神戸市 tak_aokata@yahoo.co.jp

73 小林高明 愛媛県西条市 tkoba2162@yahoo.co.jp

74 藤村知子 大阪府大阪市 tombo.f.tomoko@gmail.com

75 福田喜恵子 大阪府高槻市 fukudakieko0910@gmail.com

76 福田　貢 大阪府高槻市 kfukuda44910kosumosu@gmail.com

77 安倍勉 兵庫県伊丹市 abetsutomu3@yahoo.co.jp

78 安倍由紀子 兵庫県伊丹市 abetsutomu3@yahoo.co.jp

79 盛岡勝治 岐阜県可児市 kthr1944@gmail.com
80 盛岡洋子 岐阜県可児市 kthr1944@gmail.com
81 吉川勝敏 三重県鈴鹿市 tosh_kikkawa@yahoo.co.jp

82 吉川邦子 三重県鈴鹿市 tosh_kikkawa@yahoo.co.jp

83 屋代ひろ子 兵庫県西宮市 hel62101@hcc5.bai.ne.jp

84 吉村東洋男 兵庫県神戸市 yoshiuma2356@gmail.com

85 徳永裕子 兵庫県神戸市 yoshiuma2356@gmail.com

86 中野清剛 大阪府八尾市 nakanokr@hotmail.com



87 中野　恵 大阪府八尾市 nakanokr@hotmail.com

【2012年入会】

88 松岡一雄 兵庫県宝塚市 lscmtok@yahoo.co.jp

89 段野良夫 大阪府高槻市 danno0213@outlook.jp

90 段野京子 大阪府高槻市 kagemaru0219@gmail.com

91 頼　文禮 台湾台北市 bunnrei34@gmail.com

92 青山洋一 奈良県生駒郡 jhonaoyama@gmail.com

93 山本勝也 大阪府羽曳野市 yh6k-ymmt@asahi-net.or.jp

94 山本啓子 大阪府羽曳野市 yh6k-ymmt@asahi-net.or.jp

95 青田文男 兵庫県高砂市 ffaota@gmail.com

96 小畑利明 福岡県福岡市 toshi_obata1019@yahoo.co.jp

97 小畑てい子 福岡県福岡市 toshi_obata1019@yahoo.co.jp

98 猿渡　豊 大阪府交野市 flex-saru@ninus.ocn.ne.jp

99 猿渡庸子 大阪府交野市 flex-saru@ninus.ocn.ne.jp

100 若林紘一郎 奈良県大和郡山市 kwakaba84@kcn.jp

101 若林百合子 奈良県大和郡山市 kwakaba84@kcn.jp

102 山里誠志郎 大阪府池田市 s.yamazato9132@gmail.com

103 山里登子 大阪府池田市 s.yamazato9132@gmail.com

【2013年入会】

104 中川廣次 石川県金沢市 nakagawa_hiroji@plum.plala.or.jp

105 中川郁子 石川県金沢市 nakagawa_hiroji@plum.plala.or.jp

106 戸田広秋 愛知県半田市 hi.to.toda05@angel.ocn.ne.jp

107 戸田美恵子 愛知県半田市 hi.to.toda05@angel.ocn.ne.jp

108 浅原かおり 兵庫県神戸市 kaori.asaha@gmail.com

109 畑　邦子 大阪府豊中市 718mosman@gmail.com

110 安田征市 愛知県名古屋市 hacchanann@yahoo.co.jp

111 安田八代 愛知県名古屋市 hacchanann@yahoo.co.jp

112 生野洋子 奈良県葛城市 mumin0660@yahoo.co.jp

【2014年入会】

113 岡本晴男 京都府京都市 okamo234@gmail.com

114 岡本ふじ子 京都府京都市 okamo234@gmail.com

115 峯本由美 大阪府大阪市 awagitama51@gmail.com

116 小林明広 愛知県西尾市 kobaya222110-1@yahoo.co.jp

117 高木宏斎 兵庫県芦屋市 takagi279@gmail.com

118 木村雅志 静岡県富士市 higekim@ab.thn.ne.jp

119 木村美紀 静岡県富士市 higekim@ab.thn.ne.jp

120 菅原正明 奈良県生駒市 m-sugahara@slm-if.com

121 菅原茂美 奈良県生駒市 m-sugahara@slm-if.com

122 上野瑛子 京都府京都市 wego_mt_prospect@yahoo.co.jp

123 松本信男 滋賀県大津市 matsumoto3208@gmail.com

124 松本恵子 滋賀県大津市 matsumoto3208@gmail.com

125 大黒　均 滋賀県近江八幡市 hitdikok@hotmail.com

126 奥谷　豊 大阪府茨木市 o.chiemy@gmail.com

127 奥谷智恵美 大阪府茨木市 o.chiemy@gmail.com

128 堀口昌之助 兵庫県芦屋市 tmt@ktf.biglobe.ne.jp

129 森本陽江 兵庫県芦屋市 tmt@ktf.biglobe.ne.jp

【2015年入会】

130 宗村新一郎 大阪府藤井寺市 munemura127@gmail.com

131 宗村勝子 大阪府藤井寺市 munemura127@gmail.com



132 山田耕作 大阪府八尾市 k64.yamada@gmail.com

133 山田由美子 大阪府八尾市 k64.yamada@gmail.com

134 奥田　洋 大阪府大阪市 okuda@170.ne.jp

135 絈野あけみ 愛知県名古屋市 rishu.f2013@fd5.so-net.ne.jp

136 安田強志 大阪府阪南市 yasudat22@yahoo.co.jp

137 安田恵子 大阪府阪南市 yasudat22@yahoo.co.jp

138 梶野祥司 愛知県名古屋市 sho@adva.co.jp

139 梶野恭子 愛知県名古屋市 sho@adva.co.jp

140 花岡和子 京都府乙訓郡 wakyuuhana0522@gmail.com

141 横山典男 大阪府堺市 kailua8823@gmail.com

142 横山典子 大阪府堺市 kailua8823@gmail.com

143 井口芳郎 香川県高松市 momotaro1804@yahoo.co.jp

144 井口公子 香川県高松市 momotaro1804@yahoo.co.jp

【2016年入会】

145 松本守康 大阪府東大阪市 moriyasu@sugan.net

146 濱田佳津江 大阪府東大阪市 moriyasu@sugan.net

147 管生智次 徳島県徳島市 isatomo@me.pikara.ne.jp

148 管生ゐさ子 徳島県徳島市 isatomo@me.pikara.ne.jp

149 田中重男 滋賀県守山市 tnk0122@zeus.eonet.ne.jp

150 北谷光太郎 大阪府大阪市 santa_koutarou@icloud.com

151 謝　環如 台湾高雄市 hsiehhuanju@gmail.com

152 谷口孝行 大阪府堺市 xiaoxing@ymail.plala.or.jp

153 谷口章江 大阪府堺市 xiaoxing@ymail.plala.or.jp

154 林　俊孝 和歌山県紀の川市 t-hayashi@ares.eonet.ne.jp

155 林　邦子 和歌山県紀の川市 t-hayashi@ares.eonet.ne.jp

156 松本久美子 兵庫県伊丹市 kumi021027@yahoo.co.jp

157 浅野益男 大阪府池田市 applemyjp@yahoo.co.jp

158 浅野裕紀子 大阪府池田市 applemyjp@yahoo.co.jp

159 清水　優 大阪府南河内郡 masaru02250225@gmail.com

160 坂本美喜夫 大阪府箕面市 xyzabc2011311@yahoo.co.jp

161 坂本清美 大阪府箕面市 xyzabc2011311@yahoo.co.jp

162 金振くみ子 京都府八幡市 kanafurikumiko@gmail.com

163 土橋俊介 大阪府大阪市 trinityforce@gmail.com

【2017年入会】

164 喜多節子 兵庫県高砂市 setsu.north2003@gmail.com

165 熊　順子 兵庫県西宮市 q8b2e6@clock.ocn.ne.jp

166 熊　文三 兵庫県西宮市 q8b2e6@clock.ocn.ne.jp

167 藤津順子 大阪府大東市 sefora1956@gmail.com

168 湊　伸江 大阪府大阪市 7725hhda@jcom.zaq.ne.jp

169 牧野勇三 京都府京都市 suertemckee@gmail.com

170 幡川民子 和歌山県海南市 tamiko@jupiter.ocn.ne.jp

171 田口美由紀 大阪府泉佐野市 sekainotoki@gmail.com

172 町谷卓男 大阪府泉佐野市 mdcmachiya@gmail.com

173 尾崎俊哉 大阪府大阪市 tomolive@sunny.ocn.ne.jp

174 尾崎朋子 大阪府大阪市 tomolive@sunny.ocn.ne.jp

175 岡田佳顕 大阪府堺市 okadabiru@ruby.zaq.jp

176 岡田美智子 大阪府堺市 okadabiru@ruby.zaq.jp

177 下出澄夫 大阪府寝屋川市 shimode0316@gmail.com

178 松口茂樹 大阪府大阪市 milwanko@dog.zaq.jp



179 松口千恵子 大阪府大阪市 milwanko@dog.zaq.jp

180 高原政玉 大阪府大阪市 mabo5556@gmail.com

181 高原菊実 大阪府大阪市 mabo5556@gmail.com

182 岸本幸博 京都府京都市 1008yukihiro@gmail.com

183 岸本和江 京都府京都市 1008yukihiro@gmail.com

184 福田敏郎 京都府京都市 toma4628@yahoo.co.jp

185 福田眞智子 京都府京都市 toma4628@yahoo.co.jp

【2018年入会】

186 本村秀男 福岡県福岡市 sukawasoumen1111@gmail.com

187 本村かおる 福岡県福岡市 sukawasoumen1111@gmail.com

188 水谷　昇 兵庫県三田市 niboru2006@ybb.ne.jp

189 水谷佳代子 兵庫県三田市 niboru2006@ybb.ne.jp

190 境圭子 奈良県奈良市 kecc0206@gmail.com

191 中田耕司 京都府京都市 ga77455@kg7.so-net.ne.jp

192 清水順子 大阪府豊中市 junkoda4s@gmail.com

193 植村美枝子 京都府八幡市 miekouechan0724@gmail.com

194 高田幸夫 大阪府枚方市 takatayukio2015@gmail.com

195 高田美枝子 大阪府枚方市 takatayukio2015@gmail.com

196 野村明美 大阪府泉佐野市 a5ke2mi5@docomo.ne.jp

197 宮川慶子 大阪府大阪市 miyagawa_keiko@hotmail.com

198 宮川公策 大阪府大阪市 miyagawa_keiko@hotmail.com

199 里内健 滋賀県栗東市 miru-chanrhariqmassage@docomo.ne.jp

200 里内典子 滋賀県栗東市 miru-chanrhariqmassage@docomo.ne.jp

201 江口三重子 大阪府河内長野市 kanbora3eguchi@yahoo.co.jp

【2019年入会】

202 加藤信子 三重県四日市市 n-kato@ace.ocn.jp

203 村上加代子 大阪府河内長野市 water3@frfm.net

204 丸山和明 三重県四日市市 mkazuaki@qc.commufa.jp

205 丸山玉枝 三重県四日市市 mkazuaki@qc.commufa.jp

206 小西清子 奈良県奈良市 kiyoko730@gmail.com

207 松本純子 大阪府岸和田市 junaidah@canvas.ne.jp

208 江崎芙美子 大阪府豊能郡 pikomamma@yahoo.co.jp

209 奥野恵史 大阪府河内長野市 kei117hisa@gmail.com

210 奥野久子 大阪府河内長野市 kei117hisa@gmail.com

211 伊東敏美 大阪府枚方市 itotosi8313@gmail.com

【2020年入会】

212 上田雅樹 奈良県香芝市 uedaknit@ezweb.ne.jp

213 上田悦子 奈良県香芝市 uedaknit@ezweb.ne.jp

214 綾部雅之 兵庫県宝塚市 masayuki@ayabe.biz

215 綾部尚子 兵庫県宝塚市 masayuki@ayabefamily.com

216 中家秀子 大阪府箕面市 hidoko0215hana@yahoo.ne.jp

217 中家年昭 大阪府箕面市 hidoko0215hana@yahoo.ne.jp

【2021年入会】

218 有馬守彦 大阪府和泉市 yukiminarm@gmail.com

219 有馬幸美 大阪府和泉市 yukiminarm@gmail.com

220 溝端章浩 大阪府堺市 akihirobbb@docomo.ne.jp

221 片山 忠清 大阪府大阪市 tadakiyo4428@gmail.com

222 片山 幸子 大阪府大阪市 sachikosandesu2253@gmail.com

223 東 功 兵庫県尼崎市 isao.tai.0130@docomo.ne.jp

mailto:isao.tai.0130@docomo.ne.jp


224 西野雅人 大阪府堺市 masa10.msms@gmail.com

225 西野安枝 大阪府堺市 yasubontenisu@gmail.com

226 吉田　稔 大阪府堺市 minoru311@gmail.com

227 田中紀久子 大阪府泉佐野市 2345kikuko@gmail.com

228 西川敏彦 京都府京田辺市 nichijoe007@gmail.com

【2022年入会】

229 渡辺盛夫 兵庫県神戸市 morinabe0507@gmail.com

230 長尾多恵子 兵庫県尼崎市 ashiya852000@gmail.com

231 宮崎俊博 大阪府和泉市 miyazakt2002@yahoo.co.jp

232 苫廣啓史 京都府長岡京市 tomaraothai@yahoo.co.jp

233 西川幸子 大阪府寝屋川市 yukigesyo18@gmail.com

234 川島孝信 愛知県名古屋市 superhawaii55555@docomo.ne.jp

235 川島洋子 愛知県名古屋市 yokorocky.5500@icloud.com

236 滝元　寛 大阪府泉佐野市 genn1021@yahoo.co.jp

237 滝元悦子 大阪府泉佐野市 genn1021@yahoo.co.jp

238 金兒朋子 鳥取県鳥取市 knk.5994.tmk-165@docomo.ne.jp

239 松村行雄 兵庫県神戸市 okagesama@leto.eonet.ne.jp

240 松村園子 兵庫県神戸市 okagesama@leto.eonet.ne.jp

241 飯田みづ代 大阪府八尾市 happy.mizuyo@gmail.com

242 至田敬子 大阪府大阪市 keiko.1942920@icloud.com

243 嶋田邦江 大阪府大阪市 kunie0608@icloud.com


