
第23回 山形県歯科保健大会健口長寿

HAPPY COME COME 8020 達成者コンクール表彰

最　優　秀（１名）	 山　口　孝太郎（81歳・山形市）

優　　　秀（９名）	 矢　野　敬　曉（81歳・山形市）　　永　田　清　悦（81歳・山形市）
	 佐　藤　　　大（81歳・山形市）　　安　部　伊勢雄（81歳・山形市）
	 植　松　惣　市（81歳・東根市）　　植　松　愛　子（82歳・東根市）
	 忠　鉢　　　元（82歳・山形市）　　齋　藤　貴美雄（81歳・山形市）
	 髙　橋　政　男（80歳・山形市）

優　　　良（777名）
〈山形市〉
太田　孝子（80歳）	 庄司由太郎（81歳）	 鎌田多賀子（81歳）	 伊藤　清悦（80歳）
三嶽　貞吉（83歳）	 片山　四郎（82歳）	 内條　育子（81歳）	 山口三千雄（81歳）
大村　　武（80歳）	 會田　幸彌（84歳）	 早坂　晃一（81歳）	 鈴木美智子（85歳）
鈴木　正浩（81歳）	 吉田　榮一（80歳）	 四釜　　力（80歳）	 伊藤　静子（80歳）
曳沼　　洋（81歳）	 濱村　武子（81歳）	 市村　知子（81歳）	 板垣　恵子（80歳）
橋本　嘉道（90歳）	 伊藤　弘一（88歳）	 蜂屋　孝司（81歳）	 加藤　昌孝（80歳）
菊地　好子（80歳）	 吉井　忠雄（80歳）	 中村　政弘（81歳）	 岡崎　良興（81歳）
舟山　英雄（80歳）	 横山　英子（80歳）	 佐藤　文作（81歳）	 桑嶋たま子（81歳）
清野　晃男（81歳）	 金子　　和（81歳）	 林　　順子（81歳）	 武田美代子（81歳）
石澤　　博（80歳）	 山田　五郎（80歳）	 本田　康夫（86歳）	 鑓水　徳男（82歳）
悪原みや子（81歳）	 川田　秀教（81歳）	 平澤　凌子（81歳）	 東海林八重子（80歳）
山口　恒子（80歳）	 遠山　節子（80歳）	 杉沼　淑子（80歳）	 平尾眞太郎（81歳）
吉田　　悟（81歳）	 奈良岡典子（81歳）	 田中惠美子（81歳）	 渡邉　智枝（81歳）
三宅　幸子（81歳）	 小澤　豊昭（81歳）	 石澤　豊子（80歳）	 栗林　千惠（80歳）
佐藤　朱實（80歳）	 宮城　正雄（80歳）	 齋藤　隆義（80歳）	 東海林昭子（80歳）
殿岡富美子（80歳）	 加藤　文雄（81歳）	 高津百合恵（81歳）	 川合　宏子（81歳）
千秋　恒子（81歳）	 佐藤　俊昭（81歳）	 黒沼　義一（81歳）	 蔦谷　敬一（80歳）
会田　洋子（80歳）	 佐藤　棟彦（80歳）	 伊倉　弘喜（84歳）	 佐藤　文子（83歳）
渋谷　充子（81歳）	 吉野　幸一（81歳）	 佐藤　寛隆（80歳）	 細矢　政男（80歳）
佐藤　英明（80歳）	 東海林寛次（82歳）	 志藤　邦子（81歳）	 横山　絋一（81歳）
佐藤　蓉子（81歳）	 山崎　圭子（81歳）	 山口　綾子（81歳）	 村井　伴子（81歳）
大泉　眞次（81歳）	 川田　静子（80歳）	 清野　祐一（80歳）	 柏倉由美子（81歳）
坂口紀代子（81歳）	 朝倉　良明（81歳）	 大場　久子（80歳）	 浅野　幸助（80歳）
齋藤　　隆（80歳）	 伊東ヤス子（82歳）	 元木　貞子（82歳）	 浅井　慶一（81歳）
長岡　正夫（81歳）	 沼沢　久雄（81歳）	 多田　博子（81歳）	 小山　ヒサ（81歳）
縄　　　敏（81歳）	 大山　駿次（81歳）	 鹿野　英夫（80歳）	 粟野　節子（80歳）
高橋　英雄（80歳）	 佐竹　行子（80歳）	 吉田アキ子（80歳）	 山口　隆夫（80歳）
大江　清子（82歳）	 髙嶋喜代子（82歳）	 安達ミヤ子（82歳）	 庄司　怜子（81歳）
奥山ふじ子（81歳）	 山本　文子（81歳）	 岡崎　昌子（81歳）	 大沼　久子（81歳）
海野日出男（81歳）	 鈴木惣一郎（81歳）	 烏　　　正（81歳）	 三浦千惠子（81歳）
坂本　恭子（81歳）	 佐藤由美子（80歳）	 太田　　紘（80歳）	 三浦　葉子（80歳）
大武　正彦（80歳）	 高橋　紘子（80歳）	 五十嵐雅子（80歳）	 小関　洋子（80歳）
清野　憲二（80歳）	 谷江　克子（83歳）	 常井　郁子（82歳）	 庄司　壮實（82歳）
奥山　　賢（81歳）	 黒沼　康一（81歳）	 石森昭紀子（81歳）	 芳賀　住江（81歳）
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第23回 山形県歯科保健大会健口長寿

優　　　良
〈山形市〉
渡辺　秀雄（81歳）	 舟山美智子（80歳）	 菅井　紀一（80歳）	 枝松　俊英（80歳）
小松　節子（80歳）	 川合よしゑ（80歳）	 長沼　温子（80歳）	 吉田　清一（80歳）
岩田百合子（83歳）	 中村　清司（82歳）	 遠藤　淑子（81歳）	 今川　政弘（81歳）
前田喜一郎（81歳）	 島田三志郎（80歳）	 伊藤千賀子（80歳）	 佐藤　守弘（80歳）
鈴木　邦子（80歳）	 遠藤　源内（80歳）	 青戸　朋子（82歳）	 木嶋　千春（82歳）
林谷　キヨ（82歳）	 越川　義明（81歳）	 田久保信夫（81歳）	 秋葉しけ子（81歳）
寺沢　康三（80歳）	 朝倉　榮子（80歳）	 片山　貞子（80歳）	 樋口　敏子（80歳）
木村　洋子（80歳）	 板垣　光次（80歳）	 林谷　正則（80歳）	 川田　　榮（80歳）
河合　　卓（84歳）	 岡崎　朋子（82歳）	 松浦　昭介（82歳）	 草苅　　勉（82歳）
菅野　ノブ（81歳）	 杉本　敬子（81歳）	 五十嵐紀夫（81歳）	 佐藤　健彦（81歳）
會田　絢子（81歳）	 熊谷　　榮（81歳）	 武田ケイ子（81歳）	 齋藤　繁子（81歳）
矢野　眞子（81歳）	 冨樫志津子（80歳）	 遠藤恵美子（80歳）	 東海林憲男（80歳）
石原　繁子（82歳）	 佐藤由紀子（81歳）	 武田みつ子（81歳）	 武藤レイ子（81歳）
中村　輝子（81歳）	 須藤　善友（81歳）	 高野ヨウ子（81歳）	 上野　昭夫（81歳）
村上　紀代（81歳）	 閏間　恒子（81歳）	 設楽　良太（81歳）	 志田　弘子（81歳）
寒河江輝子（81歳）	 庄司　邦彦（80歳）	 中島　武洋（80歳）	 佐藤美智子（80歳）
鈴木　榮子（80歳）	 関口　リヱ（80歳）	 澁谷　京子（83歳）	 星　　靖子（82歳）
髙橋　隆司（82歳）	 安達　吉三（81歳）	 大泉よしゑ（81歳）	 志鎌　和子（81歳）
細川　房子（81歳）	 鈴木　和代（81歳）	 峯田奈娜子（80歳）	 鈴木　幸治（80歳）
逸見　　清（80歳）	 加藤　　京（80歳）	 佐藤あさ子（80歳）	 後藤　佳子（90歳）
三沢　正男（82歳）	 越川　重子（82歳）	 石沢ヨシ子（82歳）	 矢野　佳伸（81歳）
井上　　廣（81歳）	 難波智恵子（81歳）	 堀　美枝子（80歳）	 東海林淳子（80歳）
渡邊　順子（80歳）	 梨本　叔子（83歳）	 高橋　幸子（81歳）	 原　　康記（81歳）
小林キミ子（81歳）	 宝崎　幸雄（81歳）	 大泉ゑつ子（81歳）	 柿崎　金義（80歳）
工藤　ハル（80歳）	 矢萩　富子（80歳）	 佐川　君子（83歳）	 井上　紘一（83歳）
松木　勝蔵（82歳）	 櫻井　政子（82歳）	 漆山　文子（81歳）	 髙橋　正栄（81歳）
鈴木　節子（81歳）	 佐東　忠雄（81歳）	 佐藤　文秀（81歳）	 武田　静子（81歳）
小谷　貴雄（80歳）	 吉田美砂子（80歳）	 保科　昌子（80歳）	 林　　良子（80歳）
布施　綾子（80歳）	 鏡　　靖男（80歳）	 鈴木マサ子（80歳）	 阿部登紀枝（80歳）
小林　やす（80歳）	 田苗多美子（88歳）	 多田　博恭（85歳）	 鈴木　尹子（83歳）
古頭　弥彦（82歳）	 鈴木　美鳥（81歳）	 深瀬　令子（81歳）	 木村　政子（81歳）
板垣フミ子（80歳）	 山川　邦子（80歳）	 島田　節子（80歳）	 小林　正美（85歳）
松田　利子（81歳）	 井上　知子（81歳）	 山﨑　　明（81歳）	 西塔　淳子（80歳）
佐藤　充亮（80歳）	 齊藤　正志（83歳）	 岩田　清子（82歳）	 佐藤　敏則（81歳）
伊藤　久子（81歳）	 大場みゑ子（80歳）	 舩山　キヱ（80歳）	 青山　　德（86歳）
太田　紀子（81歳）	 山口ミヨ子（81歳）	 富樫美智子（80歳）	 小泉　博禧（80歳）
阿部　　信（83歳）	 岡崎　久志（83歳）	 阿部　　昇（82歳）	 五島　純子（81歳）
三澤　恒子（81歳）	 高野　俊雄（81歳）	 鈴木　一美（81歳）	 松本　昌巳（81歳）
山ノ内昭彦（80歳）	 奥山　詮子（80歳）	 伊藤　昭夫（86歳）	 林　三喜男（84歳）
須藤　栄治（83歳）	 村井　吉雄（81歳）	 岩田　辰巳（81歳）	 土屋　正曉（81歳）
金子　靖二（80歳）	 武田　麗子（80歳）	 東海林和雄（80歳）	 市川　房江（80歳）
新関　紀子（81歳）	 飯野扶美子（83歳）	 渡辺　俊夫（81歳）	 小林　　全（80歳）
庄子　久次（85歳）	 藤野　周助（83歳）	 鈴木與市郎（81歳）	 堺　ミヤ子（80歳）
根本　みよ（80歳）	 永田ちよ子（81歳）	 後藤　高文（81歳）	 庄司　信夫（83歳）
伊藤　久雄（82歳）	 鹿野ハル子（85歳）
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優　　　良
〈寒河江市〉
安孫子　仁（81歳）	 山田　智海（81歳）	 小野　亮次（80歳）	 細谷喜代太（80歳）
佐藤トシコ（81歳）	 大沼　永枝（80歳）	 木村　　力（80歳）	 佐藤トキエ（80歳）
片桐　　勉（81歳）	 工藤　良一（80歳）	 半田　純治（81歳）	 成原　正二（81歳）
柏倉　　朗（81歳）	 大久保俊子（80歳）	 斉藤　賢吉（80歳）	 松浦　宏之（80歳）
武田トシ子（81歳）	 佐藤　光子（80歳）	 谷口　清子（83歳）	 太田　睦子（80歳）
佐藤　暘子（80歳）	 高橋　文雄（80歳）	 鈴木　藤雄（80歳）	 木村タツ子（81歳）
椎名啓一郎（80歳）	 渡部　好子（80歳）	 松田　　勉（80歳）	 芳賀トシ子（81歳）
米山　勝紀（81歳）	 志田　正八（81歳）	 黒田ひで子（80歳）	 加藤　富貴（81歳）
夛田　　稔（80歳）	 安孫子律子（80歳）	 大泉　秀子（81歳）	 佐藤　節子（80歳）
大江多喜子（80歳）	 小関　頌子（80歳）	 渡辺　忠雄（81歳）	 渡邉千代子（81歳）
安孫子淳子（81歳）	 菖蒲　重吉（80歳）	 會田　富子（80歳）	 森　紀久子（81歳）
佐藤きみ子（81歳）	 菅野　榮子（80歳）	 小野　千代（80歳）	 渡部　光宣（81歳）
鍋島ツヨ子（81歳）	 菊地紗久子（81歳）	 渡辺　光次（80歳）	 武藤ヒデヨ（80歳）
渡辺　慶子（81歳）	 大江　三郎（80歳）	 高橋　龍一（80歳）	 橋本　良子（81歳）
川越ヤエ子（80歳）	 大沼　孝一（82歳）	 菖蒲　隆敏（80歳）	 結城喜美子（81歳）

〈上山市〉
石垣　康市（80歳）	 相澤　清治（82歳）	 飛田　文子（82歳）	 坂野　洋子（84歳）
稲毛ミヤ子（80歳）	 月田　貞男（81歳）	 小笠原冨士男（81歳）	 古川　　實（86歳）
小島　徳子（86歳）	 川口　きわ（81歳）	 渡邉　禮子（80歳）	 八鍬　久子（80歳）
成沢　純一（81歳）	 中島　伸衛（81歳）	 堀野紀代子（81歳）	 大場　陽子（85歳）
齋藤　千枝（80歳）	 星　　ゆき（91歳）	 齋藤　照子（93歳）	 菅野　幸子（81歳）
齋藤市左衛門（84歳）	 粟野トシ子（81歳）

〈村山市〉
齋藤　静子（81歳）	 高橋　昭子（81歳）	 後藤　昭雄（82歳）	 板垣　みえ（81歳）
柴田多津雄（81歳）	 石山キミヨ（82歳）	 齋藤　玲子（81歳）	 須田　桂吉（80歳）
斎藤　吉子（83歳）	 太田　時子（80歳）	 黒沼　基子（80歳）	 戸津　公江（80歳）
齊藤　市榮（80歳）	 熊谷喜永子（80歳）	 椎名　幸子（80歳）	 矢萩　輝男（81歳）
齊藤　谷男（88歳）	 井澤　清子（82歳）	 戸津　　肇（81歳）	 大地　静夫（81歳）
中山　三郎（80歳）	 生亀ユキ子（85歳）	 沓澤　正一（85歳）	 大沼　静夫（80歳）
齋藤ケイ子（80歳）	 竪木　富子（82歳）	 森　　良子（81歳）	 川越　一郎（87歳）
瀨野ヨシ子（81歳）	 日塔サチ子（81歳）	 細谷　繁幸（81歳）	 黒沼チヨエ（83歳）

〈天童市〉
岡田　慶子（82歳）	 森谷　信子（81歳）	 工藤　建男（80歳）	 滝口　　隆（81歳）
伊藤　榮二（81歳）	 高橋　　誠（80歳）	 阿部キヨ子（80歳）	 押井　邦昭（82歳）
川瀬　恵美（82歳）	 奥津サツ子（81歳）	 高原　幹明（81歳）	 加藤　悦子（80歳）
酒井　　清（81歳）	 須藤忠次郎（81歳）	 押野ちよえ（87歳）	 尾形　勝也（82歳）
野口　良子（82歳）	 工藤　和子（81歳）	 小林マサエ（81歳）	 奥山　敏雄（83歳）
鈴木　　武（81歳）	 須藤　和子（80歳）	 瀧口タマ子（87歳）	 野口　寿也（81歳）
小笠原アサ子（84歳）	 小松トエ子（81歳）	 髙橋　利郎（81歳）	 早坂　虎夫（80歳）
岩淵　靜代（80歳）	 齋藤　　満（81歳）	 榊原　　清（80歳）	 村山　キミ（91歳）
高橋　好子（81歳）	 武田千代子（85歳）	 村山　　節（82歳）	 村山　尚子（80歳）
熊澤　　勝（80歳）	 秋葉　昭司（80歳）	 後藤　文男（80歳）	 佐藤トキ子（81歳）

13



第23回 山形県歯科保健大会健口長寿

優　　　良
〈天童市〉
滝口　享藏（80歳）	 須藤　俊夫（82歳）	 森谷　絹代（81歳）	 荘司　喜継（81歳）
吉田あさえ（86歳）	 太田ツヤ子（80歳）	 大泉ケイ子（84歳）	 佐藤　明子（87歳）
佐藤　　浩（82歳）

〈東根市〉
平吹志津子（81歳）	 武田多美子（81歳）	 相原　晋一（81歳）	 横尾　多喜（83歳）
中村伊希子（80歳）	 寒河江サチ（84歳）	 工藤美智子（80歳）	 佐藤孝四郎（81歳）
佐藤　茂康（80歳）	 青柳　　正（80歳）	 佐藤　昭夫（82歳）	 井澤　清子（80歳）
村田　敬造（80歳）	 武田　勝芳（81歳）	 笹原　四郎（85歳）	 村田　和男（82歳）
相原みき子（80歳）	 加藤　一男（83歳）	 高橋　清子（81歳）	 金子　由紀（81歳）
伊藤　貞子（83歳）	 阿部美江子（81歳）	 工藤　正男（80歳）	 山田　貫一（80歳）
高見千代子（88歳）	 平吹　　博（83歳）	 平澤　　巌（80歳）	 板垣八重子（82歳）
石垣　征一（81歳）	 柴崎　允弥（81歳）	 三部伊佐子（81歳）	 伊藤　和志（80歳）
佐藤　信彌（80歳）	 瀧本　陽子（81歳）	 青木　和子（80歳）	 工藤キク子（82歳）
奥山　智康（84歳）	 結城豊太郎（84歳）	 青柳　春子（83歳）	 鈴木テツ子（82歳）
柴田　芳子（80歳）	 鈴木　義美（83歳）	 渋谷善兵エ（83歳）	 本間　正秀（82歳）
遠藤サダ子（82歳）

〈尾花沢市〉
八鍬　富子（81歳）	 間宮　好子（80歳）	 伊藤　敏行（81歳）	 佐藤りう子（81歳）
戸田レイ子（81歳）	 大類　桂子（81歳）	 八鍬通悟良（80歳）

〈山辺町〉
吉田　　正（81歳）	 鈴木　美通（88歳）	 佐藤　好子（85歳）	 後藤　富代（84歳）
日野　富雄（81歳）	 水澤ミツエ（91歳）	 佐藤　いと（94歳）	 新目　裕子（81歳）
後藤ノリ子（84歳）	 細谷　良子（81歳）	 飛塚　桂子（86歳）	 田中　英夫（82歳）
柏木　昭吉（81歳）

〈中山町〉
須貝　　孝（80歳）	 小松　竹子（81歳）

〈河北町〉
大沼　正信（81歳）	 岩﨑　俊彦（80歳）	 本橋　　仁（83歳）	 宇野　文男（83歳）
工藤みき子（81歳）

〈大江町〉
渡邉トシエ（81歳）	 庄司　繁実（82歳）	 斉藤　充廣（82歳）	 藤田　　彰（81歳）

〈大石田町〉
工藤　勝義（81歳）	 星川美代子（81歳）	 遠藤　広子（80歳）	 大沼　一男（81歳）
笹金　勝彦（80歳）

〈新庄市〉
齊藤　幸子（93歳）
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優　　　良
〈金山町〉
小向　重忠（82歳）

〈真室川町〉
小松喜栄子（84歳）	 早坂　里子（86歳）	 髙橋　伴子（81歳）	 佐藤美和子（84歳）
松澤　禮子（83歳）	 柿崎　富夫（82歳）	 栗林　幸子（85歳）	 大場　村子（80歳）
井上　欣一（93歳）	 佐藤イネ子（85歳）	 笹原　政和（82歳）	 佐藤　勝美（84歳）
佐藤トモ子（83歳）	 小嶋　玲子（90歳）	 新田　ハル（85歳）	 佐藤　喜信（83歳）
三浦　竹子（91歳）	 佐藤征四郎（82歳）

〈鮭川村〉
柿崎　共義（90歳）	 佐藤　英一（82歳）	 堀米ノブ子（89歳）	 門脇　豊子（80歳）
安彦ハナ子（84歳）

〈米沢市〉
鈴木　　進（82歳）	 細矢　慶二（81歳）	 佐藤　靖司（81歳）	 田中由紀子（80歳）
戸松かづ子（83歳）	 伊藤　武雄（82歳）	 高橋たか子（81歳）	 長澤　和子（80歳）
佐藤　のふ（95歳）	 三條　　孝（83歳）	 黄木　　稔（80歳）	 後藤　　信（83歳）
我彦　雄吾（81歳）	 奥山　　新（80歳）	 横田　武司（80歳）	 瀧　　勢子（83歳）
沖野　政徳（83歳）	 遠藤マサ子（82歳）	 菱沼　とし（80歳）	 長南　幸男（81歳）
五十嵐やす（80歳）	 太田満洲美（84歳）	 中川征紀子（81歳）	 入井　清子（82歳）
岡　　澄子（84歳）	 千田ひろみ（82歳）	 沖田　　健（82歳）	 石井　優子（80歳）
堤　　京子（82歳）	 佐藤　　 （80歳）	 宮地ユキエ（80歳）	 西山美代子（80歳）
野原　征雄（80歳）	 高山　壽子（80歳）	 和久井登志子（84歳）	 髙橋　和子（81歳）
鈴木クニ子（81歳）	 原澤　　忠（81歳）	 鈴木八重子（81歳）	 田村　洋子（80歳）
鈴木源三郎（88歳）	 早坂　米子（83歳）	 西海枝　泰（81歳）	 坂野　よそ（81歳）
田村　　壽（81歳）	 君島美惠子（80歳）	 沖野　良子（80歳）	 佐藤紀美子（80歳）
菊地　昭夫（80歳）	 吉澤　和美（80歳）	 鈴木ヨウコ（84歳）	 後藤はつ子（80歳）
我妻冨士子（80歳）	 木村　幸子（80歳）	 森谷加壽久（82歳）	 武田　　徹（80歳）
栗原ミネ子（82歳）	 杉田　清子（82歳）	 伊藤　弘子（81歳）	 高津フサ子（81歳）
細谷　重子（80歳）	 濱田　哲三（80歳）	 椛沢　善彦（81歳）	 髙橋　　光（81歳）
横戸あさの（81歳）	 湯本　禮子（81歳）	 髙野　博德（80歳）	 富川　静枝（84歳）
岩瀬　直子（84歳）	 松本　紘司（81歳）	 五十嵐卓子（80歳）	 石坂　栄一（81歳）
鈴木　道子（81歳）	 杉田　景子（81歳）	 玄番　二男（80歳）	 小関　芳子（84歳）
情野キヨ子（80歳）	 桐生登代子（80歳）	 佐藤　せつ（89歳）	 後藤　秀雄（80歳）
岩瀬　きく（95歳）	 大林　則子（80歳）	 安西　　勝（81歳）	 佐藤　節子（80歳）
高橋　力藏（91歳）

〈長井市〉
中山　靜子（82歳）	 佐々木　彬（84歳）	 髙橋　静子（84歳）	 白井　さた（82歳）
布施　　孝（81歳）	 山平てる子（80歳）	 三嶋　陳夫（82歳）

〈南陽市〉
吉田　堅治（83歳）	 堀越　亮二（84歳）	 後藤　　勝（81歳）	 小関　芳男（83歳）
後藤　元男（81歳）
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00

山形県歯科保健功労者表彰

00

山形県ヘルシースマイル校表彰

00

山形県保育所（園）・幼稚園・認定こども園・児童館よい歯の表彰

優　　　良
〈高畠町〉
阿部　一彌（80歳）	 渡部　昌幸（81歳）	 近野　照子（82歳）	 猪野　弘子（80歳）
冨塚喜代子（82歳）	 服部二千百（81歳）	 冨樫　利子（81歳）	 竹田　幸英（81歳）
阿部　絹子（81歳）	 結城とみよ（81歳）	 中根　秀夫（81歳）	 東條　英雄（80歳）
大浦　さち（81歳）	 市川　二男（80歳）	 鈴木　さと（82歳）	 東條　勝行（82歳）
高橋　　勲（82歳）	 石山ゆき子（81歳）	 甕岡　ヤオ（82歳）

〈川西町〉
金子　　勤（80歳）	 横山　カツ（83歳）	 羽根田　健（82歳）	 鈴木　節子（81歳）
石川　　博（82歳）	 島貫　武彦（82歳）

〈小国町〉
伊藤　修式（82歳）

〈白鷹町〉
新野　晃敏（80歳）	 稲葉　　隆（84歳）

〈鶴岡市〉
三矢　正士（81歳）	 本間　喬子（82歳）	 小池　清子（80歳）	 富樫　繁矢（80歳）
林　　初子（80歳）	 松田　静子（81歳）	 芳賀　昭典（80歳）	 富樫美代子（81歳）
佐藤　祝子（81歳）	 浅賀　　武（80歳）	 丸山　淳一（80歳）	 佐藤　冨美（81歳）
小野百合子（80歳）	 萬年しげ子（80歳）	 阿部喜代子（80歳）	 本間由右衞門（80歳）
佐々木敬一（80歳）	 萬年登志子（80歳）	 清野　睦子（81歳）	 髙橋　英子（80歳）
武田しげ子（82歳）	 佐藤　元伸（82歳）	 岩浪　洋子（80歳）	 小松　スミ（80歳）
櫻井　末三（81歳）	 佐藤　千惠（80歳）	 五十嵐貴美子（80歳）	 布川　幸治（80歳）
齋藤　み江（80歳）	 野口　百合（80歳）	 阿部　博吉（86歳）	 大瀧　孝作（81歳）
阿部　典子（80歳）	 菅沢　美鈴（81歳）	 佐藤　泰子（83歳）	 藤井　幸子（80歳）
鈴木　靖子（82歳）	 本間　克敏（84歳）	 伊藤けさ子（88歳）	 坂本　藤井（84歳）
五十嵐すなを（82歳）	 三浦紀代子（81歳）	 五十嵐　幸（93歳）	 大滝　邦代（80歳）
田村　きく（84歳）	 長南　一明（81歳）	 髙橋　百子（80歳）	 山口　信子（88歳）
佐藤岩太郎（80歳）	 川村　よし（80歳）	 菅原　　幸（84歳）

〈酒田市〉
西村　慶治（81歳）	 高橋　二三（81歳）	 佐藤　和子（82歳）

〈三川町〉
設楽みよ子（80歳）

〈庄内町〉
小鷹　辰雄（82歳）	 足達　正善（81歳）	 太田　睦夫（80歳）	 井上　絹子（81歳）
太田　正子（81歳）	 小林　英子（86歳）	 上林　繁子（83歳）	 奥山　睦子（80歳）
小鷹美智子（81歳）	 齋藤　きん（85歳）

〈遊佐町〉
今野　仁市（81歳）	 佐藤　　敏（81歳）	 伊藤　康子（81歳）	 芝田　昭子（85歳）
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