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氏氏氏氏                        名名名名 住住住住            所所所所 御御御御    席席席席 宿泊部屋宿泊部屋宿泊部屋宿泊部屋 

招待者招待者招待者招待者    (12 名)           －－－－     

新宮市市長          田岡田岡田岡田岡    実千年実千年実千年実千年 和歌山県新宮市     松松松松     －－－－ 

市議会議員・千穂ヶ峰を守る会 田花田花田花田花  操操操操           〃     松松松松 8419 

和歌山県東牟婁振興局局長   土井土井土井土井    敏弘敏弘敏弘敏弘     〃     松松松松     －－－－ 

  〃  ・健康福祉部副部長 山室山室山室山室    喜則喜則喜則喜則            〃     松松松松     －－－－ 

下北山村村長         南南南南        正文正文正文正文 奈良県下北山村     松松松松     8420 

十津川村村長代理・観光振興課課長 増谷増谷増谷増谷    良一良一良一良一 奈良県十津川村     松松松松     8419 

聖護院門跡宮城泰年門主代理・教務部長草分草分草分草分    顕岳顕岳顕岳顕岳 京都市左京区     竹竹竹竹     8314 

熊野修験代表・青岸渡寺副住職 高木高木高木高木    亮英亮英亮英亮英 和歌山県那智勝浦町     竹竹竹竹     －－－－         

電源開発㈱橋本流通事業所所長  下河原下河原下河原下河原    秀幸秀幸秀幸秀幸 和歌山県橋本市     松松松松     8341 

新宮山彦ぐーるぷ名誉会友 

医療法人「やまびこ会」理事長 茂原茂原茂原茂原        治治治治 

 

大阪府泉南市 

 

    竹竹竹竹 

 

    8343 

大島建築・棟梁        木下木下木下木下    嘉彦嘉彦嘉彦嘉彦 和歌山県新宮市     竹竹竹竹     8334 

医王山・千乗院住職      吉開吉開吉開吉開    賢賢賢賢淳淳淳淳 福岡県柳川市     竹竹竹竹     8343 

招待者随行者招待者随行者招待者随行者招待者随行者などなどなどなど    (4 名)   

前下北山村村長        上平上平上平上平    一郎一郎一郎一郎 奈良県下北山村     松松松松     －－－－ 

下北山村・総務課長      勝平勝平勝平勝平    芳明芳明芳明芳明 奈良県下北山村     松松松松     8420 

電源開発㈱橋本流通事業所所長代理  逆井逆井逆井逆井        敦敦敦敦 和歌山県橋本市     松松松松     8341 

吉開賢淳師同行者       園田園田園田園田    昭昭昭昭一一一一 福岡県柳川市     竹竹竹竹     8343 

和歌山和歌山和歌山和歌山市市市市・・・・田辺市田辺市田辺市田辺市    (8 人:内幼児 1 名）   

当ぐるーぷ会員        茂原茂原茂原茂原        仁仁仁仁 和歌山県和歌山市     祝祝祝祝     －－－－ 

当ぐるーぷ会員(医療法人・事務長) 平澤平澤平澤平澤        研研研研 大阪府泉南市     祝祝祝祝     －－－－ 

当ぐるーぷ会員        樫山樫山樫山樫山    嘉夫嘉夫嘉夫嘉夫  和歌山県田辺市     雪雪雪雪     8334 

当ぐるーぷ会員(蔵元㈱九重雑賀) 雑賀雑賀雑賀雑賀        桂桂桂桂 

  (お子様 1 才半同伴)    雑賀雑賀雑賀雑賀    れいれいれいれい  

和歌山県和歌山市     宝宝宝宝         8337 

当ぐるーぷ会員        石橋石橋石橋石橋    哲郎哲郎哲郎哲郎 和歌山県和歌山市     月月月月     8334 

当ぐるーぷ会員        石橋石橋石橋石橋    隆隆隆隆子子子子 和歌山県和歌山市     月月月月     －－－－ 

友好者(NHK 和歌山放送局記者) 斉藤斉藤斉藤斉藤    基樹基樹基樹基樹 和歌山県和歌山市     祝祝祝祝     8837 

友好者                                                斉藤斉藤斉藤斉藤    知子知子知子知子         〃〃〃〃     〃〃〃〃     〃〃〃〃     

奈良県奈良県奈良県奈良県     (５名)   

当ぐるーぷ世話人       乾乾乾乾        克己克己克己克己 奈良県奈良市     栄栄栄栄     8332 

当ぐるーぷ会員        佐藤佐藤佐藤佐藤    優美子優美子優美子優美子 奈良県奈良市     栄栄栄栄     8338 

〃 (大峯奥駈道七十五靡・著者) 森沢森沢森沢森沢    義信義信義信義信 奈良県斑鳩町     栄栄栄栄     8332 

友好者(朝日館)        辻辻辻辻        芙美子芙美子芙美子芙美子 奈良県川上村     宝宝宝宝     8418 

   〃           米沢米沢米沢米沢    章子章子章子章子   〃     宝宝宝宝     〃〃〃〃 
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氏氏氏氏                            名名名名 住住住住        所所所所 御御御御    席席席席     宿泊部屋宿泊部屋宿泊部屋宿泊部屋 

友好者(十津川線下組合・代表) 玉置玉置玉置玉置    藤夫藤夫藤夫藤夫 奈良県十津川村     欠席欠席欠席欠席      

大阪府大阪府大阪府大阪府・・・・兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県    (1２名)   

当ぐるーぷ会員       三井三井三井三井    幹雄幹雄幹雄幹雄 大阪府熊取町     月月月月     8332 

当ぐるーぷ会員       河野河野河野河野    芳宏芳宏芳宏芳宏   大阪府泉大津市      月月月月     8332 

当ぐるーぷ会員       佐藤佐藤佐藤佐藤    宏子宏子宏子宏子 大阪府堺市     月月月月     8338 

当ぐるーぷ会員       梶野梶野梶野梶野    照雄照雄照雄照雄 大阪府堺市     花花花花     8341 

当ぐるーぷ会員       青木青木青木青木    宏充宏充宏充宏充 大阪府東大阪市     花花花花     8341 

当ぐるーぷ会員       平田平田平田平田        保保保保 大阪府豊中市     賀賀賀賀     8315 

熊野修験          高橋高橋高橋高橋    康信康信康信康信 大阪府寝屋川市     梅梅梅梅     8413 

熊野修験          中岡中岡中岡中岡    京子京子京子京子 大阪府池田市     梅梅梅梅     8337 

当ぐるーぷ会員 

(もりわきピアノクリニック)  森脇森脇森脇森脇    久雄久雄久雄久雄  

 

大阪府寝屋川市 

 

    賀賀賀賀 

 

8315 

森脇氏同行者        神田神田神田神田    千花千花千花千花  兵庫県宝塚市     賀賀賀賀     8335 

  〃           柴田柴田柴田柴田    雅和雅和雅和雅和 東京都葛飾区     賀賀賀賀     8315 

  〃           小田切小田切小田切小田切    千夏千夏千夏千夏 神奈川県座間市     賀賀賀賀     8335 

京都府京都府京都府京都府・・・・滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県    (8 名)   

当ぐるーぷ会員(秀明会)   藤原藤原藤原藤原    清道清道清道清道 滋賀県大津市     祝祝祝祝     8416 

  〃           藤原藤原藤原藤原    保子保子保子保子   〃     祝祝祝祝     〃〃〃〃 

友好者(京都山の会)     関本関本関本関本    俊雄俊雄俊雄俊雄 京都市左京区     宝宝宝宝     8412 

 〃            関本関本関本関本    澄子澄子澄子澄子   〃     宝宝宝宝     〃〃〃〃 

友好者(京都山岳会)     宮川宮川宮川宮川    清清清清明明明明     京都市山科区     欠席欠席欠席欠席      

  〃           宮川宮川宮川宮川    ふみふみふみふみ江江江江         〃     欠席欠席欠席欠席          

友好者(無双直伝英信流範士九段) 佐々木佐々木佐々木佐々木    俊岳俊岳俊岳俊岳  滋賀県湖南市     祝祝祝祝     8414 

〃            佐々木佐々木佐々木佐々木    玲子玲子玲子玲子         〃     祝祝祝祝     〃〃〃〃 

友好者(秀明会)       鮫島鮫島鮫島鮫島    貞一郎貞一郎貞一郎貞一郎 滋賀県甲西町     祝祝祝祝     8415 

        〃           鮫島鮫島鮫島鮫島    和子和子和子和子         〃〃〃〃     祝祝祝祝     〃〃〃〃 

中部中部中部中部・・・・関東関東関東関東・・・・東北東北東北東北    18 名(内子供 2 名)       

当ぐるーぷ会員(自衛隊)   伊藤伊藤伊藤伊藤        純純純純 静岡県御殿場市     花花花花     8419 

当ぐるーぷ会員       横山横山横山横山    義彦義彦義彦義彦  愛知県安城市     栄栄栄栄     8342 

友好者(笠捨山・道祖神の保守) 速渡速渡速渡速渡    裕明裕明裕明裕明  長野県売木村     栄栄栄栄     8411 

 〃            速渡速渡速渡速渡    久美子久美子久美子久美子         〃     栄栄栄栄     〃〃〃〃     

友好者           古山古山古山古山    順子順子順子順子 東京都多摩市     宝宝宝宝     8337 

友好山の会(みろく山の会)  小林小林小林小林    和子和子和子和子 横浜市保土ヶ谷区     賀賀賀賀     8340 

  〃           八木八木八木八木    智恵子智恵子智恵子智恵子 神奈川県大和市     賀賀賀賀     〃〃〃〃 

        〃                                            沖永沖永沖永沖永    和子和子和子和子 神奈川県藤沢市     賀賀賀賀     〃〃〃〃 

〃           上村上村上村上村    信子信子信子信子 横浜市旭区     賀賀賀賀     〃〃〃〃 

〃           鶴岡鶴岡鶴岡鶴岡        栄栄栄栄 横浜市港区     賀賀賀賀     〃〃〃〃 

  〃           大武大武大武大武    美代子美代子美代子美代子 横浜市     賀賀賀賀 〃〃〃〃 

友好者           佐藤佐藤佐藤佐藤    槙子槙子槙子槙子 福島県郡山市     雪雪雪雪 8337 
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氏氏氏氏                            名名名名 住住住住        所所所所 御御御御    席席席席 宿泊部屋宿泊部屋宿泊部屋宿泊部屋 

友好者(大乗院)        役役役役        光明光明光明光明 神奈川県小田原市     祝祝祝祝 8413 

友好者(高島屋くるる倶楽部他） 伊賀敷伊賀敷伊賀敷伊賀敷    洋一洋一洋一洋一 神奈川県大和市     華華華華     8431 

 〃            伊賀敷伊賀敷伊賀敷伊賀敷    晴江晴江晴江晴江   〃     華華華華     〃〃〃〃 

(伊賀敷氏の娘さん)    金子金子金子金子    あづさあづさあづさあづさ   〃     華華華華     〃〃〃〃 

(金子さんのお子様)  桜桜桜桜(3 才)・瑞生瑞生瑞生瑞生(1 才)      華華華華     〃〃〃〃 

中国中国中国中国・・・・四国地区四国地区四国地区四国地区    (17 名)   

当ぐるーぷ会員       椎木椎木椎木椎木        尭尭尭尭 広島県広島市     花花花花     8342 

友好者(山口 G・十二支会)  林林林林        一夫一夫一夫一夫 山口県下松市     華華華華     8417 

    〃         林林林林        和子和子和子和子     〃       華華華華     8417 

〃         金光金光金光金光    康資康資康資康資 山口県山陽小野田市     華華華華     8342 

高松奥駈修験の会･代表   松岡松岡松岡松岡    定幸定幸定幸定幸 香川県高松市     梅梅梅梅     8312 

高松奥駈修験の会      井上井上井上井上        弘弘弘弘 香川県さぬき市     梅梅梅梅     〃〃〃〃 

   〃          山下山下山下山下    武武武武彦彦彦彦 香川県高松市     梅梅梅梅     〃〃〃〃 

〃          小原小原小原小原    邦男邦男邦男邦男    〃     梅梅梅梅     〃〃〃〃 

〃          寒川寒川寒川寒川    勝治勝治勝治勝治    〃     梅梅梅梅     8311 

〃          中村中村中村中村    正秋正秋正秋正秋      〃     梅梅梅梅     〃〃〃〃 

   〃          藤原藤原藤原藤原    秀章秀章秀章秀章               〃     梅梅梅梅     〃〃〃〃 

〃          大島大島大島大島    久俊久俊久俊久俊     〃     梅梅梅梅     〃〃〃〃 

   〃          竹内竹内竹内竹内    浩城浩城浩城浩城    〃      梅梅梅梅     〃〃〃〃 

〃          竹内竹内竹内竹内    美子美子美子美子    〃     栄栄栄栄     8313 

   〃          平野平野平野平野    加奈加奈加奈加奈    〃     栄栄栄栄     〃〃〃〃 

   〃          柴柴柴柴垣垣垣垣    照代照代照代照代    〃      栄栄栄栄     〃〃〃〃 

〃          村尾村尾村尾村尾    知恵子知恵子知恵子知恵子    〃     栄栄栄栄     〃〃〃〃 

三重県尾鷲市三重県尾鷲市三重県尾鷲市三重県尾鷲市・・・・紀北町紀北町紀北町紀北町    (5 名)       

当ぐるーぷ会員       奥村奥村奥村奥村    順夫順夫順夫順夫 三重県紀北町     月月月月     8333 

 〃           高階高階高階高階    鈴子鈴子鈴子鈴子          〃     月月月月     8338 

〃           高階高階高階高階    美根子美根子美根子美根子   〃     月月月月     8338 

        〃           竹中竹中竹中竹中    卓治卓治卓治卓治 三重県尾鷲市       月月月月     8333 

  〃           樋口樋口樋口樋口    義也義也義也義也 三重県紀北町     華華華華     8333 

地元地元地元地元(新宮市新宮市新宮市新宮市・・・・紀宝町紀宝町紀宝町紀宝町)    (27 名)       

当ぐるーぷ相談役      玉岡玉岡玉岡玉岡    憲明憲明憲明憲明  和歌山県新宮市     竹竹竹竹     8316 

当ぐるーぷ会員(玉岡氏長男) 玉岡玉岡玉岡玉岡        明明明明         〃     竹竹竹竹     8316 

玉岡氏長女         山本山本山本山本    千世子千世子千世子千世子 大阪府吹田市     竹竹竹竹     8316 

友好者           湯浅湯浅湯浅湯浅    弘子弘子弘子弘子 和歌山県新宮市     雪雪雪雪     8336 

当ぐるーぷ世話人代表    川島川島川島川島        功功功功  三重県紀宝町     花花花花     8343 

当ぐるーぷ世話人副代表   山上山上山上山上    皓一郎皓一郎皓一郎皓一郎       和歌山県新宮市     花花花花     8315 

当ぐるーぷ会員       山上山上山上山上    昌子昌子昌子昌子    〃     雪雪雪雪     8337 

当ぐるーぷ事務局・会計            沖沖沖沖﨑﨑﨑﨑    吉信吉信吉信吉信   〃     花花花花     8419 

当ぐるーぷ世話人      前田前田前田前田        正正正正 三重県紀宝町     華華華華     8333 
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氏氏氏氏                            名名名名 住住住住        所所所所 御御御御    席席席席 宿泊部屋宿泊部屋宿泊部屋宿泊部屋 

当ぐるーぷ世話人      生熊生熊生熊生熊    敏男敏男敏男敏男 和歌山県那智勝浦町     月月月月     8334 

当ぐるーぷ会員       生熊生熊生熊生熊    千満子千満子千満子千満子 和歌山県那智勝浦町      月月月月     －－－－ 

〃          大江大江大江大江    加予子加予子加予子加予子  和歌山県新宮市      雪雪雪雪     8336 

   〃          大江大江大江大江    徳子徳子徳子徳子   〃     雪雪雪雪     8336 

〃          中前中前中前中前        偉偉偉偉 新宮市熊野川町     花花花花     －－－－ 

〃          児嶋児嶋児嶋児嶋    道夫道夫道夫道夫 和歌山県新宮市     花花花花     8341 

            〃          畑林畑林畑林畑林    秀味秀味秀味秀味 和歌山県新宮市     雪雪雪雪     8342 

            〃          畑林畑林畑林畑林    清子清子清子清子  〃     雪雪雪雪 8336 

〃          豊嶋豊嶋豊嶋豊嶋        寛寛寛寛  〃     華華華華     8333 

      〃          濱野濱野濱野濱野    兼兼兼兼吉吉吉吉   〃     雪雪雪雪     8342 

   〃          橋本橋本橋本橋本        梓梓梓梓  〃     花花花花     －－－－ 

   〃          東東東東        真真真真澄澄澄澄  〃     宝宝宝宝     8334 

   〃          松本松本松本松本        良良良良  〃     宝宝宝宝     －－－－ 

   〃          松本松本松本松本    邦邦邦邦子子子子  〃     宝宝宝宝     －－－－ 

〃(㈲松本板金工業所)  松本松本松本松本    吉吉吉吉殖殖殖殖   〃     雪雪雪雪     －－－－ 

当ぐるーぷ会員       益益益益田田田田    正子正子正子正子      〃     雪雪雪雪     8336 

友好者           森森森森        奈良奈良奈良奈良好好好好         〃     宝宝宝宝     －－－－ 

当ぐるーぷ会員       玉置玉置玉置玉置    平八郎平八郎平八郎平八郎     〃     栄栄栄栄     －－－－ 

 


