
リニアで登山者の聖地・南アルプスを壊さないで！ 

登山者や大鹿村在住者がリニア反対のアピール発表、賛同署名は３９１２筆 

４月１０日午後、国会内でリニア新幹線を考える登山者の

会と,「リニアで南アルプスを壊さないで」アピール実行委員

会による記者会見が行われました。 

主催者側からはフリーライターの宗像充さん、登山者の会

の山田哲也さん、長野県大鹿村在住の前島久美さん、南アル

プスとリニア新幹線を考える市民ネットワーク共同代表の服

部隆さん、日本勤労者山岳連盟会長の西本武志さんの５人

が出席しました。 

山田さんによりますと、登山家たちがリニアについて学習し、大鹿村など工事箇所を見学するにつ

れ、登山者たちが愛する南アルプスに長大トンネルを掘って、自然が壊されるのではないかという疑問

を強くした。そして、登山者や渓流釣り愛好者がリニア建設に反対するにはどうしたらいいのかを話し

合い、『「リニアで南アルプスを壊さないで」アピール』をつくって賛同署名を集めようと昨年１１月から

活動してきたということです。アピールの呼びかけ人にはプロのクライマーや山岳ガイドなど２４人が

参加し、これまでに３９１２筆の賛同署名が集まりました。 

今回の署名はこれで締め切り、ＪＲ東海と国交省、沿線の自治体などに提出する予定です。 

以下、記者会見での出席者のコメントの趣旨を紹介します。 

 

◆南アルプスの地殻変動は年間数ミリと世界最大規模で、トンネル掘削で想定外のことが起る 

山田哲也さん 「これからも南アルプスの素晴らしさを人々に知らせ、そこにトンネルを掘るとどうな

るのか、リニアについて利便性とは違う角度から見て行きたい。南アルプスの地殻変動は年間数ミリと

世界最大規模であり、トンネルを掘れば想定外のことが起るのではないかと心配だ」 

◆リニアは鉄道版オスプレイだ。大阪・名古屋・東京の人間が利用するもので登山者には必要ない 

宗像 充さん 「私は山岳記事を中心に書いてきた。ＪＲ東海は昨年１１月、村民の理解は得られたとし

て、村民が反対の声を上げる中で着工式を強行した。またリニア工事のため県は村内の保安林解除の

予定告示を行った。これに対して、村民を含む１８０人が異議申し立てを行っている。リニアは危険であり

鉄道版オスプレイだ。利用するのは大阪・名古屋・東京の人間だけで、登山者にとっては必要が無い」 

◆前島久美さん 「大鹿村生まれでずっと住んでいる。リニア新幹線を住民目線で見ると、①リニアあ

りきで進められて来ており住民無視だ。②工事規模が大きく村の形が変わってしまう。③１０年我慢すれ

ば元の村に戻るのか、そうはならない。地下水や工事車両の影響は大きい。反対を言い続けなければ

ならない」 

◆登山家として山で人生を培ってきた。今は恩返しをする時が来た 

服部 隆さん 「大井川の水枯れが心配。ＪＲ東海は上流で毎秒２トン減水というが、実際それで済む

かわからない。私たちは山で人生を培ってきた。リニア工事反対で今、山に恩返しする時が来た」 

◆リニアは最大の自然破壊行為。こんなものがまかり通れば日本社会は闇だ 

西本武志さん 「戦前、東京オリンピックめざして富士山にロープウェイを架ける計画が出され、日本

山岳会など登山家は暴挙だと猛反対した。リニアでそのことを思い返した。リニアは最大の自然破壊

行為であり、こんなものがまかり通れば日本社会は闇になってしまう」 

（別掲のアピールのチラシについてはリニア新幹線を考える登山者の会にお問合せ下さい） 
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高く遠い峰々を目指しています。山脈南部は　植物の生息環境をも危険にさらします。トン　めに、道路の大幅な改修が行なわれ、新たな

遠路や送t線など横断する人工物のない、国　ネル建設で大井川をはじめとした周辺河川が　トンネルが掘られます。排出土は河川敷を埋

内でも希少な地域です。その豊かな自然を享　干上がり、排出される膨大な残土で谷は埋ま　めて、下流域の住民生活を危険にさらし、環

受してきたのは、私たち蛍山寺です。　　　リ、赤石岳を望む美しい景観は、橋梁や鉄　境汚染を招きかねません。しかも工事はいつ

JR東海が建設を進めるリニア中央新幹線　堵・送電線で台無しになります。10年以上　終わるともわかりません。変わり果てた南ア

私たちは南アルプスを愛する登山者でも　は、その南アルプスを東西に貫きます。人命　の工事で、ふもとの村々や登山口は一大工事　ルブスを目指して、私たちは堂山をするので

13の3000mのピークが連なる南アル　を危険にさらす難

ブスは、日本を代表する山脈です。その重厚　工事は、同時に動　　一人ムムー

岡市山岳連盟会長）属目弘仁（備州大学芋士山岳会、クライマー）三宅轟（写真家）
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プラントに変貌します。工事で人のつ　しょうか。

なかりや生活環境が囁され、自然　　片道1時間で東京と大阪が行き来できるこ

を活かした地域づくりが　とと、南アルプスの価値は引き換えにできま

損なわれます。エ　せん。これ以上の速さと開発はたくさんです。

事車両の通過のた　　私たちは、リニア中央新幹線に関する、す

．ヽ∴　　　　　　　べての工事の即時中止を求めます。この事つ

かすの自然孝、私たち登山者は後の世代に引
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期間●2016年7～12月　対象　登山者や釣り人

「リニアで南アルプスを囁きないで」登山者アピール実行委員会
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石橋戻り、石原蓄里は恥碓紀子、石度寧し石朋生・石山慶子・石山雅el書棚〉・石山経・石渡ちか子け碗■月日・■－〕、象吉子、鼻腑淳子（儲動・象細字・最由養子は凱石動芳削介護乾月。・棚共由乱伊添谷蘇引軽臥乳異性身（年金薔組合細支那、隠噺明日フラワーアーティスト）、五十は純子仙登歩山の全人磯野℡【会社恥
布川」市川叶会社角川別儀駄市欄や利字引・いちかわしんじげラフイツクデザイナー　制止子W・」支蒼支臥市川如・市順削食品全社緩臥市川鎌手（バ→い杉屯田・市野江別唇、柵租夫（元大学数凱井手細（生別、井引二、井手隆之（会社勘、細＝属代、伊露明子、伊藤扁好、伊藤勘幹男）伊東吾引緑の兜毒針伊
繭敷く税理士）、伊諺新（市民連合楕浜■桝）・伊富美子は巣瓢剛・伊桝三（集客恥僻事公子・伊爵賢、伊井書取伊靂健司伯由業　伊藤慮連日会社員　伊藤公椚【シタール誓書　伊熟里美・伊歪謁治、伊監大三、伊藤裏書・伊刑軋伊納礼服紀慶、伊桝刺和郎大1支ⅢL伊払伊さ宏嶺、伊藤ふね、伊雷義は社恥伊那
糞けノ‾ランスL伊■集雷（会社■）・職集札伊顧盃甲子（個人耶繁封、伊藤集棄手は社員卜帽集麓｛会社人卜伊農廃佳子は臥伊睦夫幸、伊屋もも・伊藤弧帽やすみち・伊藤黒介憎山ガイドL伊題洋子・伊藤洋平【山岳姓氏蟻■L伊■住鷹、丼戸川t孝、押水■－、糸事牛車（榊L糾和削鵬1）、編壇上二、祐埴敏夫、砧塩
博集牒岬0法人槻順用棚センター】・招壕巣篭（会社飢騙埋匿剛は祉■　温州川、、印千鋸自衛酎】央痍維戌外剛、電文きよ子、橋場弓子は鋸騙明子｛軸ラリー・邦貨呈店主L眉温ゆかりは削、伊濠ゆかり、伊凱ナ（養鰻削1、払結集引金社則、乾初枝、井上あきこ、井上漣、井上治、井上静夫偶人）、井上常世婚礼勘、
井上璧伯由暮し井上好軋井上大王手、井上県子（生別・井上千健・舞上知子帽は　頗拗℡集・井上晃紀子、井上苑由井は凱井上妻子、井上格別セラピストL店主房子けリーライターL職浩、舶弘子は婦人井靴（販北熔毛細凱井原暮虞、弁用縞引金社員L柵トシ子、井別事、珊正欄l会社恥掛鑑札今井亜雉（ピ〃狂乱
濱筆針、今捕手腰食店）・今井「丸今那沖、今井一光LK如o■m｛救■L今井縛介は社則・今稲子、今井正子【ビックロックさ■　今井濃伊雷ハイキングクラフ）、今井卿臥判日和撞、今■三枝諷今市水象絶（錘ジャーナリズム金i　今田佳代子、服裕作、今村洋伯由れ今村六一軽く会社tL今桐、珊友一1金談■L入江かお札

入江早百色入江聖子（糧道女L入江洋介仙人／マド）・市川究引市議会糾一・入用昔1主恥若井季・岩上トミ子・老上仁▲【控這女L針目薮手（金杜■）、蜘書巣、葛城方土子、イワキマ県日給搭きし蠣親砂子・善倉洋え輔車子・掴みすか（事凱桝耕一、輌披け凱納■之（会社1）、瑚岳爽他社11桝別会社恥酬
ちた子、若埼通子（蕗隠淋山好合間臥董崎守利（小見川山の削岩職夫・岩下五、号瀬「れ（張碓甜虚銅）・老師取抽ゆみ手、雉弧鮎住度、和宏（クライマー）・葛温九一‘暮れほ脈枝、糀壱光・榔子・細薫子は■、、見芳子、着水製紗、葛朋子、桝久りR薫漕社AL触久（金社1）∴野を輝男、軌山勘会
社tl、ヴァニラは恥W■n恥挿木くみ子い描草弘票、うえし字みえこ（1人トマの1人上杉久代（イラス土レーサー一・卿子・任国君引生花恥舶洋子は花削、うえだなおこ、醜毘正和研インストラクターL上l班（捕朋）、上耶代よ．上捌託、上野も世、上机上事手代、鶴野嵐上農力引立片し上原公司（会社■）、上原襟、櫨掟臥
埴堤克己、植松潔巣慄柑芳春山岳軌縫松久異字（沼珊芳書山岳金川松■彦・嬢駆UR雇滞労組服地万有診執行委員凛｝・縫堤良江、うえむらとく乙上欄軋上村嘉“、上村服上村一炒り、魚住公成（介護福祉士・ホレポレ佐倉）、魚住明手、事H喘嵐宇佐獅子、戦況茂代、萄深武史（杉並勤労暮山岳会）牛軸老犬、事藷佳子は婦）、
撞木一触はエ）・内川貯・打鐘きく1（弁護士）・打好ひろみは削、相トけチエ勃レマウンテニヤリングクラブト旭瀧敷｛弁護士卜埴土｛輔ゝ内℡功三・怖職江・押q子、内山暇上浜松山のさフレンズ）、M促は緒川搬（匹恥鵜沼久■手、宇野とロミ（全社か、禰堰睾（主射間察薄手脾外共闘領事rお外で遥ぶ綴字の会はねこつ
こ」）・構澤五百棲、櫓渾武夫（蛸歩山の全会臥御洋子（自警）・穐記紀書、檎無引経机耶昭子、穐風良子は削・昭罪種子一主婦　穐房量子挿絵作臥穐褒鼠栗田穂・〉細唄覿瓶E子・調好削会社別、満山肺事、別個温添谷書生（会社別、蒜嬢芳久上郡】行（蟄Ⅱ鋸浦野賞靖子、柵臭史、柿間二謁野紀子、旛
鞘江（ワンゲルL海野久一無t　澤野博之憫○針、鶴野買手・刑事けチユ勃レ祈ンテニヤリンククラブ）、江亨知代、捜元御子・如筆削助産和江農事丸駄君巳、榎本蜜さ江・種本孔こ・帆Mエ・温顔邦夫日動毀れエンドウアキコ婚紋別、過料之遭まきか坑道麓厳正、温■t旬、温蘇浩三tじわんじよ山の創、退部好は－ラー）、
連声艶子（農攣）・過■敗退搬恵鼠泌億子（詔濠仙台｝・1暮片之（会社恥温た奪化珊落花（会社軌道慈百二摘ま市民劇恥温顔書紀・磁与舵手・毛＝久貞子＼及川■乏・及1■曙L毛川習凛、乱一膳子、及偶響会社員卜大石臥大石幾代l息勘、大石井、大石悦子、央石和兵、大石克世、大石式事（憤女）、おおいしともこ、
大石久也」やつやま友の針大石ひろ子、大石重刑（昭和の会）∴大石鰻一拍挿し大石光則£兼ゝ大石元子・大石由糞子績原平和の会し大石芳子・大石取大石側・大内1≡台・大相手、大内主私大内応級奴あき織は蜂〉・大江蛋太・大江集涌、大柿靖子は蝉）、大ノー腑鼻（ライター）．大川和子∴大川腰人（株吋押ear叫北恥大川
通せ会社i　大川春代（伊豆ハイキングクラブL大川拡大J■萬浸（細井L大∫一肌憲子は馴・大川濡代付きしの研究名目・大欄寧｛会社員）・大木ゆう手・大串だ己（金紋恥大串溝斗亡羊生）・大島佳代子（織主凱大仙博引は墾魁乃悸生し大口和子．大久離和食棚L大久保すみ江（檜興れワンダウオー列レ会）、大久保級
大久保安九大久保洋子腰甜鋸・頬重代子値札飢太れ冴（全社机大倉輝夫は甘軌大社悪手相木田無師L大迫博水は嬉し大澤棚・大運加代子、大沢広三（写真零しライタート大澤廣毘（日棚芳書山岳1刑事凱大吉典子博社員L大訳鼠大島紬利便青p団長L大棚（ヨガインストラクター」大境久巣、大頴登ケイ（イラ
ストレーター）・大杉二岨大杉弓手、大住広人・大住広人（無し畑僅互tL巧。の軌加茂塵、太胱・太田細・大田一敗大平職一・大田書札繊細叩くた易もにゃ恥大棚智子、太田忠行・通観弘、太硝子博故月日・太良会見大谷和己伯富勘大谷乱太帥丸太脚は社恥太田裕久欄間こまくさ会し太田茹曜日会社勘、
太毘由番・大多知あずま大場東町古巣かたはみ会いけば細等）・大坂団削JRl蕩労抑地方奉爵0矧・大壌みゆき・大殿引払幌別・大判一順等e山岳鋸、大坪芳削鳥甘）・大堰放伐（軍艦粉者山岳会）、大胡・大坪ひとみ、大坪繁千代（主動、畑由佳手は恥大伴貫守（会社飢畑えり子∴大西春子、大匹臥大西智子（建範士）、
畑正戒、大西将乏遵抑スカイライン反対逢引・大西集穫・大貴恵一（大山地金L大月はるな∴大野宣子・大野監夫子・大野丘集子・大野第－耳、大野初忙畑痍番、大野委萄・大野千手アル′くイトト大巧喝掛り・大野取手、大鰐烹虐日日書道テレビ放送特別濫毛級別大朗手相曲射、大絶、大蛇考代lセラピスト）、大穐走丸大栃戻司、大橋友子、
大畑喝・大濠里芋日露投書■）、大桐脱島1忘だ勉腫連盟きぬが古山の会し大敵恥宇野讃ヰリス慨針大改正攣・大和｛八王稚おる仙の合金農L畑秀8（会社員）・畑｛主臥大相手し珊瑚（介護良し大本由美・大本久儀㌧大桑薫雇点し大森一雄、焔誤射タラフィンケデサイト）、大矢良知無tl∴畑阻冴江東、犬種屈乗穂（内科医、
帥山岳鋸・取蒜子、澤井亡く監正信・写票差卜既コ≡筏、閉信行・鎧哉抒J㌍禁悪は隠即、小笠圧に重く写茫軋小三だみえこ・方だ宗芯ト見方し畠ノり一七品遜り・芯誓一応lG責了・還ニ】描蒜芸㌫蒜a芸端正工扁代蛋取紀i逼定則、おかたのぶあ引占諾蒜7、品茄土罠、おかたまきは逼人局方冠副会社軋開菜、既岩委員、

織方店之憾土机同友集（佐々木文典店Lおがたゆ臥町税＝l日本等盆棚引、即姐同声良子個体囁射閂刊仁一・岡野正鼠郡安沙畢・岡部章一（約作文・即、持人・D申V舶）・国都文雄・節税手、岡本里綾子、岡本尊重、同誌き艶子（労山董¢クラブ柑金柑鋸円さ浩行、招泰瓜射会社鋸岡本神文、阿木禿（生臥小
川束子は婦人小川諷刺日清閥の覚グリーンズシャ′くンL小目ま太博捜■）・州恥引白宮家L小川負E（社員卜小川俊子・小順子（じわんじよ山の針小礪夷（セールスコピーライター）・小川別ス専一クラブこなゆき1小川史理子l福祉産舐nL州道引ストクラブこなゆ軋小川八扱小河原僅嵐小川理士l一機大字ワンダニフォーゲ
ル邸部員L群島武（伊豆ハイキングクラブ）・馳苦手、小木曽茂子はようなら柏嶋刈棚慣78ジェクト平朋上沖匿かおり（取引、荻野君子（昭ハイキングクラブ）・玖野力（自首暮し貌朋子（会社別、脚史（貴人トマの鋸荻原償え奥平加代子、良平矢正博本年仝響娼創、奥田簸改組古が子（奄馬山の自然椚巧市民の針、奥日康三l無恥、

奥田魔手（脚L史郎に（朝川企及脚微音旬卜奥村憲一・九割封、農村親【忙ア町辺の会）・奥山隠小倉和鼠小機t軋′∫噌やよい、小相良生せ哲男、町人聯玖tq雷Ⅰ手、t峰子義子・朝凪々、舶活阻朋濃、几略表子、鵬≡環（韻書事利払朋由義子は山、原引、最虚数黒内雷自由人）．小山内農、小澤恭子は
削・小靂立札小澤由集い一十）・忍栄子・卿の蘇カムナビlT士朗旧事輌日、聞取用達軋塩利別やつや雷友の会L小包‡栄子・小田三薄利，糾し畑方正、蓬合佐相芋濯作暮　蓮台大祐けイクーL語合ゆか。は凱脱退博摘l始牡饉tt藁抽所代臥爬辻かおる、尾野明子（無恥、おのいおり小野加代子、小野塁正子、
小野i霜（全弥年鋪組合塘支臥小野阻昭夫・小鮒之は杜■L小野奪歩（軌事卜小野等取引店禿一・小野寺煮凛（オーカニツク食材店経机」、野寺射線、小野真引金捜机小野弥生、かユウコ【介冴書　小野勇二小野由紀子、小野喜久、小畑正宏、中濱かおりl富ま棚引寸バートL小原礼子は削．小原礼子は凱小原漁二足山砲
鋭く会社■L折口景子、析額光弘・尾和弘一博出積金群1人黒白真砂よ、GU■恥∪血ortアウトドアカフェ宙凱甲音量事、戒艦憲子（無事）、加々集乱洲蒜亡左衛【・棚由利亨生）ⅧT谷土手・馳壌はし馴u断金社則打札員編目シナリオライター洞山℡手、t谷知れ耶子（連動福等臥笠江芳子l那】購入土こやしの針
軋司稟帆は削・凰喝優（琶輔）・笠摂咲子（積L遥慮簾を（会社tL成子や杏、鍛冶川取磯村純子、壌本雲集・柏榊九｛陣雷橿社旛拉■■L樫山正巳神代洋一、柏相子・柏木曹鰯相手共は知覿桑1珊嚢員曇川本集千代は恥鎗朱印（ミュージシャン　柏嗣引フリーランスラ昭一）、植原由美子、柏谷まま、審白井敬私看過夫、
書目みつ子伊貯0法人アラジンウライミンク　鼠野・覿断マリ判パ」ト川谷嗣腰食掛・片岡治（無職L片岡宏集・船木集絹・片側tのべや椚桝“朗田粁L片欄暇（績L片れ正札畑かおりは■　片欄篤子、片平滋江（介護犠1、片膿千・片山光ヰ（▲巣L片山文吉、片山禰介畑作開環叩）、片野買手、可知のどれ可知めくみ、師
容子、厳又手蔓・構文芳子（梢）、農服且味滅一日用い」削別田㌔農欄虜鶴、腰元凱旋菓子販売業L蛭川文一（会社恥【井雷ニ｛川縄t凱加■棚、加義克償怜社■L加膚邦弘、加州■・加書棚・払纂証子（W－J書冊）∴恥纂糊（顆ジャーナリスト曇れ紐藤竹欣牒遭マニアの年金生活書）．血扁千絵（会社日、姐欝千秒人（メ
ロディーグリーン店主）、m藤麹（1縄）、加■鯛チ（柑蔦）、加■1手、加削れ－会社員L奴蕗勢子・加腰拓｛会社別・加農鵜、加藤博文仰漉帯織川慈棚・加靂■宏＝引引rh加凛三枝子・加憲舶牒▼士I∴如腋■量目嘗叢）L加藤弟IHmt蕩支那L加藤よし子、がウキアキオ（無事）、金井律子、金運和子、金平多耳君、蟹沢久美子、金

子薪・金手た代慄山会員L金子武史（蝕弼軋金子乱金手亡、金子員代【′トト）・金子来抄子・隷子集濠江■介a福祉士｝・金子守青、金子由紀子、金由正8惜別金田みづほ、冊太（金社点し濃松井1、鳶本綾子、加納公子、叶訳敏子、服地1教■L漏三弔事（策抑野芯校L鑓水恵理け－ビス蕪卜躊田丸細志保（主動、釜田俊介、
姐幹子（アルバイトL清地凱好（涙道社則。濃さ手手　車山山岳参会¢鷹島　神坂直子、上條だ、上條六書・上萄東予・神原康子・上村千寿子げサイナーしわミムラユリコ・神本房子は削、虹1山慎一（朱書L樽谷春男し屯脚数t倉弘九、ぬ谷せ、屯田侵私事生明子、ち渾凌子、幣志乱、づみ、笥下か（会社瓜やくた机にや机かもじゆん日で－
トL弧蟹編目無電）・栢原発保（穫劉・鹿浜和泉（■tLt深弘文tF由靂）・膚沢三保子・カラムマサヤ島村書靂1）・狩野わかなt河合敦子博捜別、川合一札河合改代し河合一廣悌灸マサージ恥川合轡二（会社員卜河合利美伸一カルユニオンか既設行監共裏1」ll合葬（全社恥河井丸河合真金巣（相即河合ゆか、河内鼠川上周作、川上
露剛注文憂貝取作Hlは責由美会鋭郎」目上洋子・川口なつ子【無料・川仁正1仙製黒古出町町町＝・J■血眼｛m同条ワンダーフォーゲル会し川埼榊、川増加世子・川崎由和は凱∫■脚刺会社別・〝脚介（妃神レイ手心始書、一般社団法人8本レイ等ヒーリンクアソシエイション代農理事、日本発祥の癒し掛鳩削、河島即】帽営業日‖
血盟lJl膿久男・川島史子・川鳥丸恵・かわすみもつみり†ヰ川癖、川瀬恭子・川獅子・爛守弘、ノー広軒別自警叢…′　拓拓（寧生川鍋之（公社臥川田由削ノトトタイマー）・潤聖花（宇乱川和子けサイナ一、河ト鰹川沌門川腐璃引アロマセラピストト川名悦子、川も究理冊象唐金＝慣美和呈剛、川西美里は軌
河耶机静岡やぶこぎ山岳針・河野榊値引・日雀第裕J日韓弘江・河原脱字（主恥川属秀一いトトアルバイト川刃由美子・川野えよ（′トト日日辺蒋緻刃桃子川二ア新幹線を考える眉根皮連絡創・河村牧子、剤婚礼欄話手、開佳衣子（会社臥河村智子い－ト、、村村＝ビックロック）川欄干苦し主婦）川根生（ストップリニ
ア尿富田眉目・河村歪寮子、川称和、川村洋子川l棚天・河村電農・河本明代・河本翼二（無t‖・河童棚、河原樗克子、瞥功・神埼一江博し）・柵伸子、神田川雪濠は蜂）・℡耶（埴印1・縛囲子、栂糞鶏頓・褐肇男（庚迫嘩恥搬万土召、菅野市子∴書野寿昭」菅成子＼木内綾乃Lさく、軌‖虎央（会社別、野郎藁、菊地碍子け－ビ
ス恥釘地歩輿、筍池悦子飲食店ハート、池榊一・萄池1札靴幸子は勘、笥他紙筍班子・帯地寛（輔凱萄誰冨久子・苛池文子∴苛泄光子、守谷多凰（介護保障ヘルパー　きしは鑓L木下寧餞、木下治仁仁一敏速屡±）、きしの知子伸うゆう山楽針、泉佐野変数間臥仙ひろみ．嵐山み粥、采女吼木田集引／トトアルバイト）、
北紬息抑えり引アル′くイト上瞞久久・北川順代JU■剛美、北川朋子静岡勤労著山岳会卜池川和食牡月日、北川妾更けリユティエ果し北川椅子、北澤仲之、鵬久■子は婦）、北朗久日射艶色l・キク二（会社恥木谷恭子日管立小猟書Ⅷ教諭）、北野疋手順富勘、北野別会社か、北野庄次（前岡黒墓前碧事躍臥北野億引棚指
軸）・北野照・北堵紀子、北朋し北原しのぶ慄統月L北平珊・柏泣一宮班L相集代手樽農主削・北村か小リジム・北村まあこ木田盛松‘胱手しき阻レ三・城戸常子、木朋，（全社員L錮隅大下君艶子（サービス義L泉下和馴全社恥木下悪手（t丘机ニアを心配する会し木下千真は剛、木下曙之仲夏ハイキングクラブ）、
木畏明巣けル／くイト　木原策巣（会社臥相鞍手（静岡県勤労暮山名遠里自照侃江鉱泉）・輔昭｛有隈会社ペアーズハウス社靂）、きむしお等塵主動・金初m木村手手書艶薬・木棚玲子、木村佳代（会社射水朋・木村哲也、木村異人（整体恥木棚、木村勘自首勘、木村巨子、木恥つみ（会社8　木棚優．木村友引フリーターL木村
理去（自由人〕・水村隆一・相龍之介（会社恥木元慣之臥藤島執務浬正恵浦衿孤諸野酬伊豆ハイキンククラブト清音夕紀子、細干野鼠金柑事【帥糞）、金既由▲子（介護経線士L久tt集・久下なみ（白書艶）・くさかあやこ、讐ケ谷伊棚、榊は蜂1、九五祐熟字は花成禿）∴騒n登志子、横倍（株式会社西芭旅行悉鳶机久世ア
キ子慄射久脚は缶の震1京第二歎区教化野鳥）、エ麓弘和漁辺フリーターフリーライター）・工藤茫由巣・臨松エ三・皿光登志子・即玖子・久保井里江｛地■L久保薫（金社則、久保川琴■（書1主■）・躍ホ脚、久保きよの、久風田育子、久俣田野射無札）、久櫨燥博亘ハイキングクラフ　久姻選別内耳斬創、久偏屈旧懸＝アル／行目、久
隠田雄大目撃山ガイド）、久朋裕失くパーソナルトレーナー）・久軸・久保山際毘井絵美UR黒海男ハイキングクラブL隙禾こう、蛙昭連環・熊谷桧農・級谷書集｛事零封・くま机、マキは轟配始　熊谷由書館緋　焦谷昔鼻、熊倉恵子、ウメタカ糾い－ト　象象蓼－（塵▲）、盃冊正、愈形詔（NPO複軌倉閻緒、宙角さち子、倉田公子、倉田況松、

倉田みさほ・郎速代（会社恥℡田有利輔〉・倉本靭・くらはし丸いこ憎社則・怠樋野松＝引日日・慮曙集・倉谷あゆみ（会社恥よ葛雷－（元アルペンスキーW⊂選手・譲瑚り変好割1線覆一・蔓縫史青い侮関目血画し黒田嘉子l闘黒出鋸井毘能書博捜鋸賢銅、賽出械江（会社別、黒田力は隋力法式紙代削、黒田頁広、翼
棚・1線黒原伊響子け－ガニック覆晶販売店嬉富川山定慨償ディレクター・黒石彗司公職員　凱凋L黒木淳子は凱黒木桝み、農相則フランス文字博士、黒木初手、黒木集利金社員〉・■太祐子【八一十しくろこちえ・黒埼甥会社役員　黒埼敬子、農淫楽－、農才甘順式全社AW■mOOBゆ小黒澤正典、親風温子1m）．黒田子、
轟木しのぶ・綿いずみ（会社員）農環集塵帽相川原澤一・柑治男沌由薫｝・魚原絃引会社員川原淳子し嚢朋子。山里巣・月花裕集は杜臥ko・見域悦子・見粧茂摩、小池盟・小池瑚（税別、小池淳郡、小池住子（町臥小池正引嚢京都山岳連盟加盟劉J針、相久味（会社役員卜小見所也、小泉恵子、小康ひろみ、小鬼輿千代、
小粗く関取芳書山岳会いJ増量四嵐小鑑等虚子・善玉春男（脚剛、書勝村日日業）、和文夫・珊■削ヤマテン一・珊隠こおりやま別一会杜恥古賀翔大日欝暮し古事千重たt　古史究語合独和・古汀■大日酎劃し輸目礼」即日郁子仲田勤芳書山岳鋸馴梅子【事務削、匪分で司（無恥、小訓代（カウンセラー、ヒーラー）、
小暮のりこほ婦）、摘まゆみ（会社11小堀土嚢・小佐野書手、闘、■乃吟諷小集札小鳥昭子、小鵬明（参社員　小鳥正削コフニストト小島正也帽臥州約九州義広は去年日本一屈中・旅人L小郡羊引1票数鳩連盟自然僅護垂か、小鳩凛も小水水男男会社役1L小杉さは婦L小杉早削会社恥小棚彩子、こすも、小
高浬軌会社員り・小武審美・小竹光手欄良禽ヰ人の剣、こだまみ【会社恥紺凱古さ加象後藤久亡羊は恥挫き扱後昏机、こ・後匪拓也後研人扱き仁美、後■責紀舞・細正則注庭土）、捜恋正史は社糾し後藤正史（かリック町衆）、後藤攣嚢（静即∋～トL後藤臭素りトト1．後経由養子（主、小畑マ亭子は即、小沼尚
子・JJ側汎用亜弓・小棚（耶巣立掌校遺書雷の金Ld、＃英一い小繰巽－（無札Ⅳ0法人地球の磯を雷てる軌心憎和江（平和蛋員細事L小林加奈・小冊子・小林性も′博琴削一般庶民L小甘コウショウ、こぼやししおりは式会社∽P押A）、小柚静子（書1主凱小棚凱■即、小林事軋′畑用は恥小林僅削美術針、小韓
や之小職冨子・小林供生・小榊霜集・4億鶴糞も小橋正九小林■弘（相葉L小、責皿子・小林手子会社iL小計巣震手｛　軍公務員L小栴通子、小根道子・小堵みとりは恥小欄保江、小繊一男・中細子は嶋）、小鉢洋平、摘組小机え（主婦）、中藤抜手けくすく慮）、鞠弗鵬子は搾り、駒形克明陶芸疑L小牧£削ピアノ騰師L
小松よ陽子は婦）小松順（血露公糾）、州境・小松美畿・餉省佳代（朝科礫息店主・，三如、へレツタ・ちんとんL峡谷正（年金生活引・川行▲（細い捕睾削肉よし腫妙子・さ触集線は臥舶由1子は蛾、元保t鋸古本碍子、古本軋盲相子、小嶋えりこ小山秋気小山和子、小山幸一、小山サ年子（主削小山だ司＝拍
蓼遠景勃発條隅畏）小山昭利ゆ仙川、山太嵐小山芳軋小山芳のぶ、金t子、徒刑子は嬬）・近蝕弘帽オ山岳カイ柑会所属）・近甜（軸1）、近事十削■′脚ノスト教会牧鱗）、近■響子、近屋現代、近抑集、近紳代、コンドゥヒ軋近穿万事子（無職卜近＃洋引ttL近藤■舅、近藤芳礼金野とよ手、今野ひとみは削、紺
野よ・今野慶子（主恥今野経机諸人・曹蒙書L佐井亜紀・古川抄穀、三枝敏子、服一江闇租史・西樗汐集・雷埼軋れ、とう悸社臥★暮れ乃順書士L書桃子・サイトウア観相1事引金社恥藷軌、ずみほ恥稚一別八ヶ岳自然ガイ柑凱賢慮醜く■科医鯵、斉藤京子（甘口緩臥軒掛れ、子、斉藤巣、斉嘉挙ろう、恋癌
純子伯Ⅲ〕、斎藤黙生（会社別、★農華子、搾籠▲斉蘇縫弘・斉藤千君子・斉嘗千代・霹靂慾（会社紋別相富久訂震巫乾lFR⊂工賃畷標欄＝会社人L雑文、柑陽子は繍－、斉納勘棚糟）・斉慈久男・確鼠鯖瀬行（縫神レイ年元遠雷響、印卜和文儒（会社11摘正よ、斎匝削榊、新王帯留会王手縫針斎郎哲子悍
生l・脅離集絵・憂慮爽千手、斉藤三尊、驚暮光夫・斉嘉臥稽ゆかり博引・斉謬由温子、斉憲良三歴・斎藤好且一青森県同人年代最LP脛亮・大内文書、億†迫ほこ‘輔集一・佐伯有責、嶋堵集峰子、涌井躍篭＝不軌産戴　塩丼エイコ、新設二郎（日管潰し面井臥酒井奮杜豚式会拉ステラゝ塊訳悦子（看護削、濯井士阻酒井たかかす、石井隆、

酒井忠書はヰ山岳会、静岡大字書a軟凛）、胴利日本畔L遜井博威、滋＃文人濯井来往・堰舶原子は婦）・娩夕現集は恥限上祭織よ・輔弼削会社恥晒由利公桝L堀口綾子一事幕tL坂口あゆみ、坂雷えり手（会社■L坂下哲別会社か、頓下机政（無職L坂下活字、闇璃三、坊田奈穂、坂田昇、板取正明（みどり軌帖
坂田占子は十の全代書）・坂野上濃・垢犠二三男・嫉畿筏は士遭山岳臥伽瑚博社月　額板朝生・坂本千栄子は嬬卜坂本に・舶哲子（会社員L馳芳吉t年金生乱ききやまますみ、作董文丸佐久鵬震m佐久降格手tE絆しきくまゆみこ‖乱調、桜井沖、艶井すみれ目撃生し桜井和弘艦腹観月川井和風控井恭子、桜井清子、桜井孟
子しぎなの針・笹井淳子（フラメンコ相手】、罵井鳳Et榊勤獅1桜井欄広川＝ア咽咄｝・櫻井菓1－研L鴨井博明・ほ井雷▲子t恥丈掛金社針覆丼雅之鳩首凱桜井マツエ・■井真理川二ア折相を考える欄柵連減免1、桜井桝、l露梓福町無tI、任井班、櫻井洋子、転川リサは婦）、橋場汲佐合要、選句■－（腎ほの題の
デザイン工房ちにた主幹）LM二輪弧佐々魚佐々木いんく・佐々木楽手【相川々禾芙1手・佐々木Tt無職　佐々木一幸帽富糞｝・如木偶一首富・佐々木せりは恥佐々柚子・佐々木達人、佐々木組糞、佐々木鶏削公務員I、佐々木光軋佐々木薫け－ビス1佐々々禾、、々木木異臭佐々木柏之、佐々兼ライ冗漫立‖枚即、
笹本幸子t乱慮子・佐瀬守A（責東和元論議如し佑1任別納日蝕っと人伝由一諷佐藤（触1｝・伎鼻音も佐藤級佐鹿一部、倭題イワ丸佐謬扱佐藤勝利（渓流9如〉飢饉珊子、サけケンイチほ1社1億闇元一、任鵜『、サトウサチユ偵幸代い小L短軸ヰ（スキークラブエチュード）、住添削音楽針、佐度盛藁、佐藤
隠佐藤千軍手（会社員L佐藤としく礁］細入の創・佐捕手・他事友子・佐和（隷書人）、位牡切舞・佐靂著書、饉露久手1温蕗久（無t｝・佐摩久｛十万年生きるゆかいな仲燭（矧たちL櫨希勘フォトジャーナリストL佐井ひとみ、性悪啓子、佐藤洋子、佐藤正軋佐慈正■（鋭AL伝書組佐藤先晩サトウ三才、儲みどり、佐屋めくみ、
佐藤八千代・佐藤紘一、佐藤裕子、佐濃行書、偽事由1引斬士）・佐藤隋一嵐佐さようこけリエTクーL佐藤組佐屋良和摘ま耶法犠猛者氏開削、佐藤合印℃法人快匹学ネットワーク）、1見利象臨みなみは梓川岐珠織、佐削絹＝労山あさぎり山の凱佐野つとむ（■酢ンダウか別格）、佐野亜紀、佐野弘枝は嬢L佐野寵引HA7－1
東海支配＝・佐野正トも佐野和・佐椒郷、佐贋札、引介嗣社か俊鯛久子・産地、鮫川斜株式会社ジザイカンハニー代羨取材役）・鮫▲芳▲・きろ引畏書士L聯憂沙集は婦L淳井直子・深井佼引写見事　澤。怠りRR瑚労ハ作ンククラブ、沢崎王子、油碕室川翻相打ヨ咽一札澤田諷沢田淳一、漕広佑集は削、瑚加
理（会辻札井村職、澤村禿l公桝】、澤幸久亡行りR捌芳山の凱抽やなぎみわ・三人の手絡ぢです町獅）、椎践みさ子（買戻自治労連劃垂艮凱JRm亀吉■絶方＊嵐塩沢久1芋、塩嘩手足諷塩野谷荘重会冠■　札慶あん執行博美、染野英祭れ（事務机正樹里（アルバイトL四八那花を変する会合凱シシドマサシ（械臥
シジマユカ・胤珊芳春山岳会、桝一枝、賊の法則い浮イシエLm信太和露・烹取義気投棄あづ封醸し品川暮鍾（r旦デザイン）し品田票偏九、億1小百合・羅酬－、離農占三ほ社臥竃桝剰リラクオーレ代鼓し拙紀子、咄葉8（公認会汁士1、拝廣量、四声黒甲子、四／奮満員四／富義男、躍有里寛、生田かおる（臨雛）、柴田和
子、蛙凸和子（唯呼人）、陪配れ鎌田正引山董歩榊山の鋸、鎌田書九泉鋲町子・如鶴別会社■L鯛等代乱縁機愛憎社員・巳本白窯偲議協細入細）・鉄橋→、鋲正、農相史・洲】集義1（佃謳）・荒谷満1（■暮よし渋谷武士（鍼灸臥烏影響雄、島崎講義lおだやか豪女勘、朋八軍手、卵打一、は婁広博は院嬢鼻）、島
軸子・島田礫（無恥嶋缶たかこ、上田酎大事た■、監田忘▲t簾公務tL■津糞鼠腑々子、仙川鷹）・色相正爛＝東京蓼鮎紺山岳連盟環蓼安全対1彙■虫垂■轟　鳥棚加更博社員上■谷鴫手、湧水モ代ヒューマンウェア研究所）、涌水佳糞は絆し清水キヤ巳、詔水きつ引ふ虎払婦人民主斬臥丑山正好射、譜水澄封従前埼市場）、
清水別会社役削・満水武川PO和し清水tI】t食社か・清水竹人絹▲棉側臥清水■兼、清水覿｛自首し沼地斬労規合戦机清水副整体恥清水ナオミけルバイトL濡水餅、濡水鼻、領水規子は恥濁水莫別会社■）、詔水′色あ引訪水鮒）、元水抽【学生）、清水脚塵は軌で一トト清水罵獲（恩人手蔓主ほ水車生、
汁水有里（無恥・清水典子は哺上納（抄恥曽山岳創志村桝も恵印字・鮒高札蕪村千丈手・圭触手・志村裕子、下川盟農寸会社員L下郡●夫‘ギター弾手ゝ下敷剛し下鴨単二t公務机下t暮化下日次ず、下打tは優、ヨガ法師L下鴨■（会社員L下田t八子、下田鶴－、下村正子は削、下桃子、ジ十トウうノン純子は
■）・朋三扱ジュリア「／中川し欄斬…川1集1江・しょうじともこ・庄兢・蠣鳥雷■けチュリエ）・域島紀夫、研1・食生活を大切にする母欄の会、白井童紀子・自削、百合・白石托（会社■L白石和、白井実線白細別契約牡凱白鳥菅生、白熱富磯、由緒事夫（会社1L白水聖子、桟熊手（鍼灸剛、白老あや子、餌随連子、詔
鶏■菜」主恥しんかすみ、縛官ミナ（主片し稚丸腰、温辞書－・潮集乱用書一陣嬢乏（ラムサールネットワーク8本L躊野よし子・棲憂悦敗績鼠圭子・繚■書手沌本山惑細岡圭軌・新村明集、維集札スイ一日線■（■耳鼻　華も清書風水士　水鶏由嘉子、禾垢三射無職）、末永頒子川ニア折相を考える獄吏既達格会）、末永知瓜実
廣裕子・菅沼婁剰株式会社アルファゲ十代柑削・電柵l侵陳会社ハヰ）、簡千文、t正子、菅谷げ男、菅原眞子（主削・菅原照平（敷員L杉嫡子、移1弥生、杉木責任諷杉ヰ雷、榊夕子、杉田正大断わ往会謙れ杉巳貞平、彰弧情、杉監弘也（神軌1扶霧袷任叛凱杉幻浩、杉原別会社臥杉原中子、柵岨麿、すぎむらゆうこ、杉
胡乱杉本智子、杉本三勘H肌1鶉宣臥杉キ隆夫・彰童知性は岬L掛書▲はれ杉＊暮明、杉本宣柳EXPクラブ）・杉細りRI蒲労山の合し杉嚢i蛸、杉本光広け－ビスL桝琶弘杉蕊取杉山明子．杉山克行tやくた机にや鋸杉山きみ．杉山富代削主婦L軌畑土、杉山引戻大山岳密に嘲、杉山大祐、杉山隆吼杉山九
右足頗子パ」トクイマー）・杉山噂も影山書、助力まつ・杉山其裕鼠杉山三江子（甜L捌慮億は粒人影山奥代子｛福祉取即・杉山憧之勝帥子・暫軸板絵江暮瓜鈴柏手（もうじ柏恥栂軋鈴木職、ススキアケミ（会社員L鈴木馴理音盤1幹木橋美（伊野谷自然友の会　蹄木幡條田Lちびそ山の会）、貯木番、汁木棚、鈴
木和子、鈴木順、鈴木知淳子、蝋、な丸鈴木瞥久為し鴫繋）・鈴木共瓢艶木久仁子‖削m｝・鈴木久1子憎山愛好稟】・鈴棚引会社別、給水敬子・鈴木警手、炸未1事、鶴未志保（会社■1鈴木純子・鈴木潤子、翻せ檎社■人相木管引在民）、鈴木二風鈴未多加茸＝雷凛スタジオ勤務　指示岳載（いもづる山楽会）、衿木蔦広仙丑歩山
の針鈴木忠能・鈴木逮二、鈴木千級鞄オ：苧憲子、鈴相土、甘木仕付、鈴木暮伊夏ハイキングクラブL鈴木加子は勘・飽水はるな、鈴木鴎鐘（やつやま泉の軌艶木英明、飴捕捉、鈴木暮（金線al、鈴木仁帆蹄棚引」R桐労ハイキングクラブ）．幹木ふみ悸金雪組合川木組♯ホ正馴椚こきく古針鈴木昌江は蟻）、糾こ正己、

鈴木まり（全社机鈴木違え簡素汎鈴木乱鈴木1乳汁木■代気絶水1虚けラフイツクデザイナー、鈴木裕子、鎗禾裕子（監山里好事、鈴木憬れ鈴木蛙太、翰大蛇子・特大ゆ如し触媒糞t会社後れ鈴木洋諷＊大洋＝拝金隻語著し蹄木常夫・鈴木集租、肘水玲手、すだてつ粗食擢祉土ASDの支援をしてい紺）、Z此甲博社机
須藤その手、男爵良一（アウトドアーズクラ相乗坊1抽虎魚舞踊也瓢l帆亀榊鼻・角谷真弓りトトLR谷洋子、棚引会社役臥鞠山各村（耶井川訪印機、恥部1、弊『真理子・瀞鞘掛金被れヨⅢl子吉川＝ア排等を考えるモ即麒桑川舶飢州川弘子、m丸帯訳削公椚）、同島正子【介護福祉士）、社印宏、
せきたかひろ、旺K眺地頭会社■】・間機集鎌手（ぶなの金0恥附腰手（職針・取捌L関谷正■tスキークラブこなゆ引、世舌悦子・せこ三平、削千書、池井蠣■会社別、■戸熱（イラ朴レークーL調和優子、灘戸由紀子rt穫助手）、横谷均（耶幾人芹澤丑軒．芹沢官舎千、台加熱保護連合、他石智子（日本山岳会）、先生ゑ黒子、先生
粒子∴先生宗弘、書生佑三1平重来剛大田機恥千噺夫、仙加は■）、野次（帽鋸恨佑lt木方史【会社は山ヤL曽8ゆた飢外閂久・外阿由異字、暫加温問えみ子・亙田二臥随千手順的杜■）、m乳獅子、m透（会社恥歴榊は削、仙楓染谷和子、竹中蜃三、大岡千雪、浅中泉毯（ダイナカ）、高井嬢
子は蜂）、慕弁駁夫は讐tl・棚■高木仁一、暮木正、薔ホとくも島木細、高城知手（セラピストL高倉敦子傍イアみなまた）・冨埼弘事・村■遷、彬港・モ鋤は刷、纂瀬親子・タカダカオリ（会社■↓■濁奥行は黙れ桁董lよるみ、冨田已札捕吏由子、榊希、拇裕子は恥多暫菅野（珊生活と健康を守る凱たかとし、
粛盟佼弘・高望みゆき・高野洋平l渦社■）・高空茄手t棚上製Fト三子、悪野博史，古橋逸手・高橋英一Ji義は蠣用痛細環・高橋京子｛会社■Lt■きらり・碩閥（フリーL有機旛一・高枕睾じリークーゝ榊榊柵■附地舶こし坦力階上高唱鈍『（教則、榊節子（日本年金暮組合し高橋響子、高欄干世子、嘉規則悸金生活射、
瑚輝夫（会社軋馬成畿（触侵せ牲攣大和捜し礪償n石塊曇剃スキークラブこなゆき一・高橋尚子絹油川析重電（舞恥高橋緑茶鵬子・舶宏子（服飢露切削主剣・露壊ひろみは）、■■正桝、捕まち手、高樋粟弥憎耶≧蕃士）、葛揉みゆ利生鐸L棚橋私募舶夫（無札）、洞靖子、高捌則アーキタイプ）、
悪阻祐（会社複軌露錦理機（■紺川畑由貴子（紺）・苛原澤欄、姦払え田上悦子∴訂好色山遊金、悪鬼沢重公檎社則批多血滝、田上千住（gさ桐山岳連盟環乳肝Aイン朴ラククー）・茶聞太・葛山富士引ライター）、翫山正宏巨伊豆ハイキングウラブ）、石山ミツコ、薇山共和社交ダンス＆美好穀剛、高谷E【クライマー）、大川逢一
価く0－Sl－叩けH研YFAAM）・温内汰事件・温古をり、混乱発話史子（廿脚）・没車重Ut理宇療法士Lタグチアケ三、正二絵黒子檎社則・田口遥射無肇一・m洋行、田口苧央←竹井けい子、鼠愚成増、竹内言渡、け餉二竹内大和会社机竹内多書手（児慮t覆渡世侵育士）、竹内ぽんだ、竹内久∴竹内博子、竹内爵夜子沌杜臥竹棚鶴（豊北
芸術工科大宰相）・竹内万里子、竹内みずほは娼卜梱れ稚く▲■）・竹内∧悪九日トナー∴防市尊集・竹内良一けランジションタウンつだ舶代か・竹腰可頼子（白嘗繋｝・竹下節子は本山名剣・竹下書士丸竹鴫業智子、恨敬子、竹皿正私印顎手伯傘山岳会）、帖mH軸ぬ、藍屋事．武由久子は凱憫歌子、竹哺t丹青支線貝）、竹之内磯子、

竹之内洋一、竹本紀代子、武本藻太・就木組鳥・竹谷机‖社員員　由後弘之・田渕化Bも慮（捌）・缶鳩史江、田島圭一たし∈ゆうこ・田代悦諷巳代乱払代参艶子・田代麻由稟ゝ田代靖夫・多巴聖矢子・多コ一夫・多由貴慮（白嘗曇）、多田畿争、血相欝久世（飲食農、立花江理事、絵等【公識別、槌聖書【金線削、注都由舞子、巳声汐削フリータート
田戸純子・田戸祥子・田別会社鋸田中鯖江・包中艶子（便奄士lt田中集蕪・田中彰子・田中一郎（ちょぼちょぼ市民連合L正中書手■会社机正中一席（螺しこと尉E＝・田中京子い－トI・たなか机、こサービス■　田中書、田中孝子、由宇智子、田中疏（フリークライミングインストラクター）、田利、百合l科召人　田中志保、田中純子1漁遺バイト）、田

中晶子、田中暮太、巳申醜引篭抑）・缶用社、田中ちかげけルバイトト田中和江｛介脾ケアマネージャー一・田中触蒲江罫書〉・匹椰子、臣中▲暮碑）法人⊂AE禁誌引畑中荒波覆・臣中槻順■〉・田中規之（紋別・田中ヒ凸、田中ひろみ金台月別、正中弘無帽由井　田中文皆目自書薫）、電中舞子、駐中碍息伍中まどか（用会場凸川

中表札田村乱酔柚紀子、8申由■子・日中由利子・たなかようこ（クラフイツクデザイナー｝・田中躍子（主凱日中義Ⅰ（鎚tY〟lutT垂■・縫綿旺教会恥缶中飲たな和一1巣前作事）・檻桃餞l事精兵）、穐聯夫、田辺琴■、凰違幸子（エステティシャン）、田退任響、谷含裕子けルバイトh谷口憲一、ク二プチサトシ谷崎良治、谷紬の、谷宗
一（会社臥谷舞子・田野純子・遥畑囁くスキークラブこなゆき会長卜田加和代・巴原札田動轟（無札｝・巳脛棚は孤自然侃鵬台目眼文子（飯級数芳春山岳針、巳原裕・町●礪lあぺのすと－ん）、田地大師脚Kエンジニア）、玉井‡膿、玉村嶺三」玉村畳字，田嘗公成（スキーアルビニスム研究鯉）、田村蜜、脚乳田村凧田村純子、田

村臥正村用・田村Ⅱ糞・田相身（団体剛）・田村久鹿川峨川山の鋸、脚力引幕校掃貞）、椚・田村藤子・百村亮、臨忘書■、山並嵐檜矢▲泰子、研己は削・近鋤t知見邦凱⊂H■KO辛機雷薦1）、千島か夕（公務良し千蛸九千品扱千島太i、千取崩は婦　千田毯糞は繰）、千野はるか（ヨガインストラクター人手濃
和夫・千葉かほる、千荒武（コミュニティサロンふれ軌、らんど】・稚敵手帽本法郷）・千義洋引金社員卜千露正利監禁勤労書山岳会人手幸夫乱千群種子（蛸I・ちはや′沌t無恥茶よ由1予・ちゃ別会社員Lチャンティほユージシャン大和剛、ちょつきよしのり、ちるゆき、鞘鬱（団叫鋸朋■雄、噂平勝取和光纏慄附、額田博

子は恥耶よし子・寧本珪素（紺生し笹本百合別会社針等木陰せけ凱月耶ひろ・辻井正志（利訃た会員L辻泰子（鍼灸鋸辻日一成（声佃冨凱辻中隆志（写果蔽監山ガイド】・沸塁三鋸的勘辻巣知手（主鱒）、辻村すみえ、辻本忍（書帥ノニアを替える創、諷臣事章子、潤博子、渡田美奈子、葉書臭一用唱ハイキン”ラブ）、
土王和子・土屋住睾（薫房慮工大事t掌蓼散れ）、土▲誓載いイカーズデポ才一ナー）・土損－（介護橿壮士）・市井楓鳩育子は墟日展冨私信川敏美｛静岡こきくさ臥輌晃年・角田遷」坪山芳崖（京町覇王動労利」長針露相子、■迅鳶、闇子（′一十人　田等℡l布作凱岬癖字（主鰯）、つるひめ（潜熱恥賊審祐伯然変相、父）、
出木魚出口博之（鋭射出81董1【撃光）、手等簑紀子、事項さ忠・蜘克也古、覆鞠牡人・8應洋子・朝線審耐え専開港‘畑山の創・割絹子（会社削・専拍之尋堀撒く鰊取勤芳書山岳会L専下ひな手伯は）、鴨場子、印譜射自首戎）、等ml機硯紺）、零細子、寺谷宍弓、専粛治雄、チリ二エ重義、毘内1絹本山岳針、
県内1・鯛事嵐出羽1けサラッペ・コウモリ陀所）、てん、テンペレ五・土井君子（仔■士L土井拇・土井露夫子は削・土井衆々瀬は削・土井塞臥土棚千代（ことも暮化書店▲）・土井集で、士朗信、塔馳令腫島巣山鋤朋人会員用票一般労傲場合簸錆声大字分会、咽璃【丘丘机二アを心配する釦、書下住子、東城住子、遇野
ミドリ、富樫幸子（細入の会議久井支臥碓庄t・書桝手、時郎しチ（転天幕）、徳永妬光｛上京私娼遠望且精良護善良・蝕山岳協会畠焦慮Ⅷ弗等一山岳包懐紙環視違鳩舎■L復原竹子・世評柵、戸暮影響、声量由記削ストップ■柵原削、断絶擁手、土志田正基、戸代獅弘戸m（無書）、どちゃもん、戸開く陣取雷くさ金）、戸塚紀子、
戸塚博・TottoH叫瞥組川羽黒礫・戸罫簾●、迫れ穂・tOm机屯田莱剛静岡沖縄を透る針冨耶佐手・Ⅲ子・石庭凛子は片し■巴八土子・雷永盛砂私署永別（ガイド）・外山広大・とやまゆきの（帥Ll量産（榊拗挿し靂別、夜気義絶集頼、18】さをり佃挿）、土田静枝、出租【砂田黒山岳連盟自然保護壷臥1日ゆか、豊泉
禰糞、1野翼子、局別欄＝摂凝滞目し弘大戸手は鎗）、烏山千尋・l腑（肱事）・どんぐりころころいトト）、内横言王子＝適確マウンテンクラブt精帖）・内慶子昭・内藤正子、内憂▲■い－フ■鋸内＃■、永井点線子は書）、鳥丼審蓼（主詳し中井111姐、相違凱永井亜…、敷井なるみ、耕花子、中井彬（細入ことの糾永井臥随弘也弧

中尾仁・中岡久、長恍嘲、中尾みつ江・中上鴇は杜臥軸心子什捻削〉針、中川あゆみ沌社則、中川粗中川湘Lt中川芳駄馬肋こ（瑚社飢中畑蒲・朗諷申歪つ礼・中郡畔は蝉）、長沢事束（会社机職権芋、長澤宏治、黒澤法線（シル舛一ド汁掌大事）、中綴尚子、ながしまえみ（会社A）、農場和代」長榊二勘山と自照と
温泉が大好きな個人）・串鬼象烹・農地繁雄（会社削・中島留別僧侶・巳本山岳文化学鋸・叩翳濁婚拍）・中軸子・中嶋鼻、桃初江・中島粟郡代療取威凱中断眩み（スキークラブこなゆ刊、中島瞥之黒鳥嵐古く′トト、、珊好農．相礼子、永瀬書こと（／トト）、相戦子（フリーデサイト）、永田すみ餞は鰭）、細正子、仲忠男帽由人）、中一：：㌧言■ここ芋1こて芋ご∴・∴こ工二言予だ▲・、トデ；二・十∵∵言：藻斗章・ニ：・tT－∵：二塁ノ王中二：・こ㍉童：キ劃…弓



ヒビミユ射出庵〉、糞谷島傾、檜山領子（大きな太福祉最■）、緩山芳盲目ヨカインストラクターL兵書撒芳書山岳連盟、日香典代子、平井悪菓子、平井正、平井希笑（アルバイト）、平井乗軋

画露人平皿太匿（劇毒親）、平田紀子（主婦）、平項えみ、平刑醐伊豆ハイキングクラブ）、苧■正夫、平榊治（さくら蟄主亭）．平野事臥平野正子、平野謡l抜道好きの在大陸侶州人）、

山菜菓子（主噛り、平山露朋（欄人事巣封・平山裕一、平山巣江．平山令子、蛭日記已子（拉会柵祉士人比Ⅶ■しずよ、広兼隅、弘濃迂史けり一ン市島ネットワーク高和）、原野尊士（八百汗

寮（全社員L宗ま■代・票譜稟保は錨）、深見孝次、深黒鍵紀子、橿有政事＝協生抜折襟悸工事L羅■、1烏一三l書★）、拝呈一三日R書濯労山の針、塩島乱職久菓子、福嶋￥光（
臨巴洋子（主婦）・馳旺午、橿暮遭、福永暮子、擢環通年手（即し積憤元（会社f日、坂主月権（■由■）、■井加代（／トト）、露井翻（圭嬢L書井手好子、き丼■生り買和犬芋救援
腰木尚覿（会社i）・熱水竃【印し露訳俊樹（曾無象）．寧訳美砂子（ゆうゆう山並会し蓼巳書は媚1、1四一よ、脚農昭（城）、■母久井子は州圧■爛磯爪■聞、粗餐、月
之原市市議）、勝野由紀、藤野留黒子（書■）、農丸尚熟慮丸布黒代、伏見みや子、藤村ちく古、藤木月子、鹿本宏記（会社員）、農本むつみ、■本妻■l会社■Lt木縫才L■J且手、■勲

リニアで藷アルプユ壱烏寺起し）で　　　轟面の続き1
号董同断∬筒民体諾芳去荒芸子よ苦言誌若覧芸濃訳認諾堰訟ぎ㌫諜誓謎で雷雲設慧遺業慧悪霊認諾言謡う豊吉覧認諾芸買悪霊驚題慧認諾諾語法宝器霊芝諾況詔書警蒜訟，認諾㍍；
婦）・斉木■オ（やくたみもにゃあ・ナチュラルマウンテニヤリングクラフト静倉持手、名古谷雅代・亀吉1稟・巴掌1子、寮須りえ（大田区随全議員）・認印妾は嶋）、如美穂は臥観窮活引非常机鵜雲（伊豆ハイキングクラブ】、生井志保、成岡詔由集用達師）、曲集、成否扇子（微軋鳴海友償（75山の針、両州見（監RL雨健吾れ（会社Ah

覇集ひろ子（製造1）・葡饅光生、南條三和り主婦）、西内聖子・にしお（会社臥西筒鮎■（6棚L西庸有子（ボイスルーナー）・西尾努熟匹棚，西尾友里、芭ヶ谷隆子用水勤労者山貴会L西ケ谷和男清水山岳会OBL西ケ谷1度、乱‖抑－、西川悪貨引社会福祉法人糞輪湖の霹暮らしを考える金程且ト＝シカワエミ（無竃）．酎Il忠控＝雫法9
象を守る名もなき市民の会・寮有り・矧Il書手・西／l魔三刊会社■人鋼は油日チーム今だか引、中闇・■■■一百口尾子・西垣印刷フリー）、酉搬由紀（主恥古澤樽鼠西茂男、配望照（醸）、弧薬代、西田マチ子は軌、百出愛（主婦L仁科達也（内議削仁科軍＝⊂LU引、西野づづ＝富吉尾ドンキホーテ）、西原集満子、西村あやは削、

西村温子・西村公子・西村茂、酎規子、西村乃里子（パートL西村嫉く内税動精霊）・匹村正目会社1古村■番、西村塵集子（パイ・捌削、西村良子、百提げ茂、西谷公一、西山電子、西山普れ（絵描きし西山正欄、西裕子、＝警■代（会社■Lこせ■（食餌L丹椰子りトト）、舟棚、布谷■二、沼田濠喜子帽本山身W－J東鶉壬糾、根上腰（会

社往昔）、恨事亜紀子（会社員）1校＃温良集・膿＃真理（繋山賊曽）、根津借・機渾應慕・捜濠■血触柵は凱穣本一欄廿金社■）・輝事業市価■離し彙旧懐チ【無t、年競輪tL野口紀子（主婦卜野口裕糞（職■Lm千、m行競（公務■L野口暮行は社1L■犠■史∴野嘩撫子．野澤玲子、野繊昏（グラフィックデザイナート
野暮みき子・野研弘（鳥取大字敵綬）・野血濁引主婦）・瑚・欝田書空手・野田英世・野中驚く主舞い、書中薫（公帯艮）、野中宏慮（会社員L書中▲書手、■中暮れ醐手、■中芳子は■　触触手、償粛上智芋、のぶときみづさ（会社■）、書1よ、州希代已恥（滋賞■立大判、■村朝一【会社月）、野村眉目じわんじよ山の会）、野村昭二、
野村玉江は♯）・野村ともみ∴野村英昭・野村大也tのむらふみこほ■1、彙倉綿【払渡師）、八も野呂最二、野呂みつ子（沼津勤労著山岳会しのんちつ引書※主繍L羽慣集1、芳群書観1円大大名名　静裸）、袴田久義手り＼一トL芳相、綴tJ汁、封印旧書、軽震和六、甜和代（書蝿主軌、荘廉■乳萩原曝l会社■）、亀井由紀（白書♯）、羽
禽僧房【無t）、白六勘湘膝）・篠崎帯飢樋口だ身、土蝉級土■鼠種田豊子（槻主嬬）、■爪埠手、■囁弘凛l団体戦香し礫場集札羽▲チエ乳事本意才、義本葉手、甘木加代子（細平和の金）、鶴本所－、樋本｛子、積木千優、特車誠一嵐積木1（鱗・元t気墟4大事飲■L檎本巣帽由人肇山ま好喪）、根本壬鼻（Ⅷ人事集主）、YH、横車
裕幸日舞離し鶴舞由鼻子・楊本陽子（大きな木槌址取nL■本員にt公共＄1枚事市民会凛代覆、■M■然を守る市民の金取残展最）、曝木与む、■相手t鵬臓、介ホ蕩杖士人轟釦は＝販売）、長谷川さき子（／トト）、鮎川華子、農耕l腿二長谷川ほ巴欝（聞勤労暮山鳥食L靂釧l柘人長谷川温逸（エムシーエ別席臥長谷川手代兼．

腰掛比も子・長谷川ひとみ（フォトグラファー、ヨギ一二Ll副】収用目白車山岳会砂田主副、長谷川欄【牙大山葱会節だ静削、長谷瓢浩之（食社■）、蒲江千吉子、■山■1、■山ゆきlジャズヒアニストト畑俊一（会社貝）、畑中一男、波巴野軒刊やくたあもにゃ名人波田野奮代子、纂優（会社l日、八伍干凱井野久舞子、屈折こうき、牒鯵彊引じわんじょ山
の重り・脛部異昭、服部文子、綴静観・鵜野1日提督造血代豪）・羽鳥■弘・花鉢和集、花岡鶉警手、花折削和白本数愛書山岳会封舎利、花渾書手、花濡菊治（静間勤労者山岳連盟拍詔臥花桟敷花期ム乳花房良子、額利夫l個人）、堵信子、羽生田雷削染色蛮）、羽4みどり、綱事▲（社会権祉土）、見場克三日ロの会代表）、馬場佐紀引金会社日、
清岡慎太蝋会社別・浜口克己・濡坂世紀【会社靂＝・浜濃州・蕩転乗取濱田霜冷（デザイナーL浜田玉諷浜田妾札萌ヨ光（名前のない和）浜日活之濡缶雅悪（個人蓼藍蓋し浜田わかこ、浜野静電＝介護艶）、浜辺裕子、訂村侶（巳本山岳全会■、甘辛サかレマ一夕クラフ代ホ1、浜本■早川公共子（装t士）、劉日刊り（瘍精髄L早川成子、早川濁（太

郎山山系を重しくつくる金）、馴l千種・早川裕子い諷机誰臥書川光■、拷塁だ子（田鶴廿貞日、辞職（柑1人祷克（リニア関をキえる静岡県屋島ットワーク）、檎佳代、彬程引市民ネットワークかしわ）、株佐知子、楕飯敦子（白富農上梓や士、錦　暮暮会社員L構文は社■）、林正義椙浦）、練嘘集、抹雅之、標艶代子伯富豪）、和典歩ト一般社団法

人あなたらしく今を生きよう・棉磋正子伯曹叢）・埠玉子、棉土子（隷由■）・林i侃書敵手、1山11（飲食店取巻）・瓢雌集INTT労組退曝書の会し巣山久世（かな力、わ野生粉訪サポートネットワーク1、原彰江順禿）、霞缶久子、原糸厚子、河浦、畏口和之げサイナーl房ロ■■ほ削、康弘乱原嘩めぐみ、原文、原抄代子、庶沢のぞみは臥床t

應（責濾リニアを考える会代鼓）・厚顔一・度ヨ鼠周航厚田妙諷應直男・原田畢峰慨肌LⅢ盈tb舐労蕃山名剣・軌風ヨ姐度既由希子、原8芳阻原野羊、原野あけみ、原三組原ゆかり、詫軋いみ子、半白佳子（百官L坂1通鳳伴艶子、停■僧、楯弘熱く会社f日、ピークソン濡眉1大きなホ権祉戦貞1ピーツみきこHT
BL日数里巣・臼匿汐諒誓、稟出た細く邑独）・栗野元昭けリーランス】・日向野はつみ、経口弔鶴川嘲Liロ守護【聯ヨ暮士愛好会L軌コ集久、樋口記久代、樋口巧手（元山登りしていた）、傷口照子、陣口深手、樋口稲美、彦坂正乳HYr会社別久野寛枝（正絹條th雷山芳子、日露稚佳子、乗れ鳩首）、日向純子．日野柑博仲宇生）、ヒビノクカつ、

ヒビミユキは庵〉、糞谷島嵐檜山領子（大きな太福祉最■）、緩山芳盲目ヨカインストラクターL兵書撒芳書山岳連盟・日香典代子・平井悪菓子、平井正、平井希笑（アルバイト）、平井乗軋平岩隆子は恥平尾軒、平尾守満場鯉ほたるネットワーク■野■）、馴権軋平木量■伯由■）、平沢慶子りパート）、平澤正勝．中津みず枝、平島乙轟、平田庄∬（劇

画凛り・平皿太匿（劇毒親）、平田紀子（主婦）、平温えみ、平刑醐伊豆ハイキングクラブ）、苧■正夫、平榊治（さくら蟄主亭）・平野事臥平野正子、平野謡l抜道好きの在大陸侶州人）、平野ゆう子（鎌倉九魚の全車強農、鎌倉岐れ塾の会、ぐるうぶ未来、日本暮曹粗証跡愈恩t敷金、会社社長L平野i度、平林裕一（デザイナー）、平伽、つ子、早紀ひとし、平

山栄菓子（主噛り、平山露朋（欄人事巣主）、平山裕一、平山巣江．平山令子、短日【紀已子（拉会柵祉士人比Ⅶ■しずよ、広兼隅、弘濃迂史トグリーン市島ネットワーク高和）、原野尊士l八日市教会凰）、ひろみ、広苦躇‖デイアンクマを支える全LVJタカ／Vレ、深▲縫i江．瀞庄桧孝．漆浬生爪悪運寛子．盃遷連子（壇は）．運漕璧臥浣日子恵．意缶誌史．監巴■叛会員）、ひろみ、広苦闘（デイアンクマを支える全L VJタカ／Vレ、深t続≠江．深場玲子、閑圭介、深澤王子、詔濡洋子（す蝉）、深澤里郡、深田千恵、漂缶祐文、温田集

荒智正慕絞教腸）、福嶋正明（会社員）、権もりえ（コーディネーター）、犠打君子、温田光朝（大日区民）、許容た智子l年金暮）、繍日臭覿（税理士1、橿田穣一、福田由紀子、

）、月井みずみ、霹井光江（アロマテラピーアドバイザー上▲井響子、霹獅（良の半枚椅手偏代裁t事L藤尾、屡囲胤藤岡千騎手、屠鬱、軌Il曹司（会社員）、願Jll真一．
腔不同覿t富社■人勝木tlど■lL断訳傑覇（甘兼鼓】・寧飛葬砂子（ゆうゆう山重合L■巳書は♯1、1四一よ、脚農昭（城）、■母久井子はサト細介、■聞、粗餐、冊子、靡田■士、憂凰1匹（無篭1鹿部之（静酬山岳会L蘇匿未来子りトト労世事）、芦田祐嘲、躍開、フジトヒロコ、屠野ののびた（登山者）、昏野守（牲
之原市市議）、勝野由紀・藤野留黒子（書■lL農丸尚熟慮丸布黒代し伏見みや子、藤村ちくま藤木月子、鹿本宏削会社員）、農本むつみ、■本妻■t会社■L靡ヰ結花、靡床晶子、■据一腰、■J▲嵐二木博（岬の潅象好事）、船艦毘＝、船斗曽代手、龍F弥生rm雪目、見本▲子、舟本祥子（山を董する董山響）、船山いちえ、古市唱倭、吉日昭弘
古川はるみ（介護ヰ社士）古川りリィ、古暮腰上（托訪山岳会会員L吉越く雷ろう、古澤のり子（慕■）・古澤軌、・苫田和暦、古日干舞子【会社■）、古訓l踊」古田搬『ほもづか四人百事山岳会、ガイド）．ブルネ・川手博営業縫富暮し舌牙遷和t鍼灸師）、N8r抽oF削旭h】（会社■）．古橿裕子．古谷嚢、古谷暮（景頁スキー山岳会）、古谷遠別JR

鷺敵勤1の創・古谷隆世・古谷玲子（フリーランス1・ふろむあーす＆カフェオハナ（ショップ＆カフェ）、別府蔑●（針灸師）．保農和男（書ttL浅井貴志手、霊守弘も北★教子l会社tL北綿子はきな水牛祉散見L北條領一l会社か、はうとう豊子、外孤慎一、保坂乱保坂■集（静岡こまくさ倉1、1野書手、1欝亜紀子、1野霧子、ほしのりこ（学生）、1
みのり、細井割木こり美本凱稲訳鵡伯宮人細沢集代チ・旧乗手は■Ltqち久こ、鵬手・監璽精子、喝鞘正m堀井秒代・榊書くタウンt協食Lt肉一舞けノーランスライターLt内古ゆり、■注射、茂江明子帽tl人tまけ■、■江由先手、堰鷹層前日日管1）、堰電正臥壕班智子、種口洋一．唱漕茫電子、檻野方、唱許事、本庄もみじ（■

昏削、K印koHo〔血・本田寧惹けノーター　本多異臭　本木　宏宏腰療研曇曇　本田■抜手、本多友里江、本間引ただの主婦）、本熟思、本賊子は■1、まあちん（主靖）、舞浜諾触たい【八柱重即、折川副－（セラピストL前川1■1主欄け」郁雄勢子」紺野佳代子（フリーランス）、翫餌嘉子（暮店＝、、前史子、折缶氏子は鰻）、扇田太郎次郎（自営よ）、

何曲‾、前間色は夫）・防臣哀由糞（茶菓手伝し、ト前ヨ過臭（年金書組合し齢℡やす子（自首藍）、折田り封学生）、院弘良子1衿瀬川」好配玲子、雷えの（金紋f日、前橋純子、前原擢子豚日本婦人の創、まきえ、まきお、牧口光風繊巧せこり但人（街厨の震カムナビ）、蒔田正子（芋皇無電や）、牧田重さ（会社亡日、鞍巴悪行、まきのじゆんこ伯冨井）、牧野
紀子は繰L牧野玲子伯宮上）・正木千番（′トト）、正木優子は坤）、脚・増州忍遠・打田勢・喝盟租覆、増田文鳥・曜琵旧訣（会社は＝・積立三郎（会社別1佃静江、間治乱増匹た史は叢卜珊手、明日冊個体性別増飽＆塔田照慕（寧校災軽から子どもを守る護持垂日、問1五日R稟議労山の全人坤臨乳増缶はる、犠阻英之
晒ひとみ・増田恵‾・益田福三澗アルプスをこよなくtする「人・無甲　咄捌子（介mL増思益代（会社員）、噸集濃手、増田由書手（フリーランス）、磯田芳和（会社即、増永芳子、叫山原里子、栢禾象＝周り人L町野光博仲うゆう山楽会し堤丼久典子は婦）、松井桂子、松井浩明、松井瞳奥、松井器乱松井集浅手、松井変慄帽本絹字書会議）、

松浦みや（山渡歩勤労書山の針・松濡みゆき（書店■I・松浦康之（会社員）・松浦乎】1子、松浦讃（会社月日、松岡丸松周加代子、松尾典子、塩花弥嘆、馬琴優男（担場数労音山岳針、松尾弄抱く東京工科大事野綬）、gつかわゆ手械那宇治蘇）、冊子は削、堤訳功、松下一札松下虹8（建築事）、堤下智子、堤下治子、松下濯、松下証文け－ステック

様式会社代漉し松下友臥堤下争乱松t克乱餌億嚢・紀舞扇友子、松平爬＝L松毘雲1手（主削・堤迫左程（デサイナー）・松谷厨子（パート）・松丞弘行（会社恥拉巴法史（出成社地球丸¶u脚糾1縄臥松雷畷平（岨GWV潔肇クラフト松永克彦、松永温之、松永千代、松永裕代目東予士）、松永捏行、松永巣君子は嬉）．松永行子、龍瀧享受（リニ
ア市民ネット大臥松野亮子・松野るみ（腑人見雇亜矢子・佗靂和宏、松棉僅潅＝山口市井斬禁）・堤房糀日豊鳩目i源あゆみ（自営凱松原佳▲し松原馬首（なLI、松原だ子は軌提原尚之仙岳ガイドL松原業火手（会社員L松村節子、蛇村哲也、松村酎七、松村百子（公即）、松村のりこ、松村嘉子（一世市臥堤本静子（主婦）、松本程（会

社員　堤本本手子伯巣・主、本木紺、柁太七一（甘褒親）し松本粧、松奉さやか・堤本繁世（匿削・堤本異介・堤奉頸集（主婦L松元住子日射■ト概應寮縫異、堤本旭、松本詰ま、松本雅子、松本郡は蜂L松草東条、松本みき子、松本光子、堤本絹子、松谷冨臥松谷みよ子（介硬葡）、mt印（個人中華主上的場大樹、異議賛楕子（パート）、毘錦
紀子欄■l・長銀弘、宍耶仔腰凱英野里♯・間宮一指しやつやま友の削ぎリも・丸井しのぎ（主酬・丸井ももこ（亭主l・丸田英男・丸山諌摩、丸山航曙、丸山や二、丸山狂乱丸山遣軋丸山宍隠丸山英集、丸山1抜手、丸山詐私丸山由義子、みい、三凛一註、三浦栄子、三滴茂（ゆうゆう山牽針三ヨ茶宏、三濡汚す、三濡幹子、三渚暫巣．三淑

暫く借侶L三瀾光子・三浦良子（会社凱三上万種子卜笑会話講眉1三上茹由井（無もL三上み引曝豪雪ゝ三上三千代は鎗）、三木■（艶河ギャザリング珪耶）、有田ir、三木ひすり（パート）、三木令iみこきん1晴京－、見鱒文子、三遷靖弘（会社人、神祖11搬然公別音等飢三島凸子、三島生井、みずおちしのぶ（疎粒1ト水利）う（作れ、ピた
スト）・水口秀子・水越誠子（介旺ヘルパー〉・水鳥淳子、水野も水谷春男、水谷たか子（正慕tI、水谷嵐水野和事、水書久■上、水野君子（象徴）、水野生憎、水■ちな■は放れ）．水野票舶＝▲桔京L水野糞侵■（白木勤労看山岳連盟監山等手引、水野方削フリーライター）、水野博子、水野邁工、水野港儀、水野苑喜子伯富卜水野正雄憎朝会）、

水野道子・水野裕美子（静岡勤労書山岳会）・水℡習T（会社員L鞘、漸コ礪尊（町田山荘L濃蓼書方、三谷博志l会社■）、三田村慮、道上春雲、道上長安、運上和義（学生L道広静子、三井明集帽本数象協食石川れ安静集L三石さとし、三脚順訂★つるつる庵白臥三井弘温、光末書、ml（、濃▲事子持リスト救会則、三津橋煎子、三嶋●平、
三汚即査手順本選嘩ネットワ‾クL光本純子（日本相投剛・水戸払子会食事事務　はの寛グリーンズジサバスは虫（アーティスト）、濱太引水戸露山岳会L転由友子、暮1千舞子、■野壬嘉子、井野正三、良訪日たく会社■L壬生来由集（艦丘村リニア心配する会し三脚（フリーランスデザイナート三村範子、三重清文（どんくリクラブ）、三モ仇三木昭舌、

官石基己、宮内博集【会社員）し宵J順子は舗）・富川慨代子、富川ゆう子（イラストレートL雷t■ひとみ、ttt港、三毛小判絶方公稽上目、宮節子、甘塩責津芋77トグラフ7－L書抜専子、書埼さゆり【環壌港恥雷、持人L宮嶋友子（会社員）、宮崎恵子（介凛ヘルパー1、宵埼充滝＝網別、辛校鞭月日、富沢裕子は坤）、℡下和弘みやしたかな（会社月日、
みやしたみずほ（ヘビ‾サイン幣玉おしゃべりの芽L宮下陽子いけ」・）、鵬由巳8日介護橿祉士1・琶匠専勤・割印柑汀削耶机」相は里、三釘蓮井、富市いづみ押PO法人広河隆一非法平和耶間金串清風乱打よ代芋、汲山すみ子、宮本布引会社■）、追加用句W柏tO、富木えみ1バート）、官本定」官本トキ、富本年庸（会社臥官本御蓼、宮本支払

官本まち・宮本みよ、宮木集代子は軌・官本安代、宮木4－・雷★由l t本葬字・富豪躍子、明和代、明濡史上【信州大事王事認字引、三好愛子は牡卜三好彩（アルバイトL三吉小利榊著し三好みどり、義和＝集1主繍）、向井要引接の釦′トワーク21雷滞れ　由井井出．向井環視帽本店教師　武威允、村井正子、村井甘、村井11、村E風土【外科
医剛・村耶子（ヨガ隋剛・相馬▲集lフ朴クラファー）・村上和久、村上王手（介覆土）・村上事乱村上附【八ヶ岳山岳ガイ柑会し村上等－、村上繹六は恥村上触欄L持上慣諷村上方舞は凱村上濃江（うムー塘店勤1村上みりこく自由軌母上儒環㈹靂店ノトト社臥村上わ和【無■）、柳Il広斗（会社上目、相手禅、村澤名子、村瀬一広、
村迅浅利鍍灸師）・村田五二（無職）・村碑烹巣、村田勉卜やつやま友の会L村電破鐘（1tL村田留よ、‡閃支t8本ガスエ■）、村髄巣、村松雷つ江、1伏有紀芋、土谷佐知子l轟遺脱営、今書まで大広市立中半枚厳削、メツガー有理、毛利芋史t全社■L毛利舞子、モカママ、茂木立貞日舞tL地代治子、望月静子、望月鋏司、望月散大、望月肇嵐
望月敏之・望月丈彰（会社！＝・望月照桟・望月とき代・呈月利乱1月▲書手・望月みつ子（檜■に慮くさ倉）、望月三裕、望月三糧い一日、鼠月保男（静岡ワング⊥フォーゲル）、鼠弓裕子、里月優位、望月唄集、望月震濠宇目や－ト）、望月暫連子伯宮菜）∴望月とみ；日米間充巣卜望月智代、望月億も鼠月こし会社だ日、望月弟（静岡勤労者山岳会L望月雰李、

望月暢子・望月由里子、望月洋子は婦】・望月陽子∴本木清子（食牡■）、本覆■嵐木彫和■（絶方公葬tL彬妻子、練q、百瀬鉄三、百川霧、益悦集、掬（肴憂LmorkdWay血、森口勘■暮よし烏崎唖、慮崎忠、嚢■短侵、踪埼詔子、在鴫有紀諷森下雷代仲学校敦と日、踪下滝江．森島性は隕会社オフィス　マスト、編集1日、應巳失策、在日
應集子・∈竹重＝抑こまくさ会）・森田沙■鎚千絵・象田暮之tホt池川の由無を守る＝・森畑玉引責京蓼公議1象書手（主日日、良永由希子、題美代けチュウルマウンテ二十リングクラブ）、蕪f引会社員）、蒜■義し人様ハッチ羊の会紀江）、良種集世、もりもとしけこい十卜慶事仔巳（伊那谷発ア・・スティ兼行魯邑金）、森本蒲生．森本佳子、モリヤス
ズエ・姦安正釧ライターし森谷較寧UR★鵜丸山の会　守谷裕之木工■人　モリサマサル・摘子・鼠■■山l会社11、象確子・殺鼠かおり（自首∫人権橋は手（…L縫暮■子、円邑正幸冒瞥日、八色正札八王手、八重連関（金社臥八木李紀子、八木取八木老代手、八木尚子（ヒーラート八木浸入、八木民子（会社員）、八木僅吼八木和

義（電気工ト八木慎・八木雅之t会社鋸八木徳雄・八木寧環・八東百合子は射・八木洋子・八木瑠暫【会社tL八木良一（理有線卜矢向由畢帽本山株主専僧侶L失■成人（金捜■）、矢碍秀郷、矢8正代、矢上白玉引年金生活曹）、安井正二（会社員L愛機舅（や雇と宗流会l搾臥安井集丑【会社員L安井集宮子（主臥珊千絵里、印枚
せ・安田馴鱈は攣卜安田由養子・やつちん、拾川や八、織田農札ヤナギザワク三つ、掬淳讃別電江別、絆宍環王子、撫下格子、舶祥子伯由凱細糎如けマネチの軌矢野葬乱矢作行弘1余社長L矢花利幸（広告よ）、樹芦次嵐E疇通人（草生し蠣■央冊、斬崎乱臣埼比呂六は削、野崎文乃（無敢】、翳崎ます江作戦）、胚埼奥玖（学生）、
蘇曙橋（無軍）・血相爪M軋山内蒲貞（半農半場剋）・山内遭一山内纂年引よtL山内も弘、山岡薄手（広丘のうたごえ協護会）・山下謬一芳・山本太三雄、山1嵐山上智代、山11量子lf婦人蓼臥山嵐たか子、山木よしの、山琵多共棲、山隈監三夫は竃上　山山精子（白洲狩等員、遥形作雷）、山口邦一色【会社恥山口規（医師）、山口古な給（主

婦l・山口軋山口井手、山口覆鼓（フライフィッシングロ・yトメーカーL山口支払山口ま引金社AL山口諷山口鵜環千・山口麻理子、山口巣憲子・山口元履、山口手引託刑削、山口傾江（主婦L山口権、山口沼子（新婦人ゝ山口洋平（イラストレーター）、山特悦次、山疇和子、山埼餅利焼鷺山の合金1L山笥蟹子、山崎や広（サラリーマン）、山埼とし子（主

恥ヤマザキトモコ（パ‾ト）・山崎澤し山即日矢崎饗量人山礪爛71パート）、山嘲遭一、山句集奮、山崎寛人（書隈会社山崎和工代表取捨臥山都玲子（伊豆ハイキングクラブL山鳥烹瓢や雷したえ収、山下香奈子は片し山下佳門、山下久眞子、山下情、山下丸山下顎8（山登歩山の針、山下憧弘山下律子、山下博己なし．）、山下打弓は相聞圧山下愚、
山下優子（クライミングジムアルバイト）、山下幸恵・山下ゆきこ（覿印㍑山】＝人材）、山巧費は恥山田昭人（会社■）、山田明【静内山岳会■）、やまだあきち、山田あゆみは嬉し山匪握共度寛凛技新鮮支昏最　山田悦手金紋日、山正路翼面（白冨凱山旬だ、山巴紛洋、山田規遽子、山田路子、山田三恵子、山田防子、山風偲平日賢磁）、山田昏削会

社員1・山田表札山ヨ硯別斬電柱代臥山山手は軌山田■江、山曳年悪日R定積勤、イキングクラブL山田玉子・山a紀悪（バート）・山臣英夫、山田まき員山田巌、山田守、山田裕子t地域交流事習合サロン花皿ゝ山田ユキ（権客凱山風帝紀（会社員）、山田洋子【薮率）、山田留利子日掛、山戸ユカ膵理研兇臥山梨弘、山梨夷淳子、山西、

山線別日大畦の100年をはぐくむ針、やまねようこ・山野井象史けライマ一人山村政一軌山村英人（イラス∫レークーI・山村雰愛・山村住人（カメラマン）、山本かつ子‖財■L山車明子、山車を薄黒山羊削フリづンスⅦ集著し山本臥山本雷集tl班ねこ通勤「人も幸せ　ネコも幸せ」代表）、山本正典【自首よ）、山本重巣は鋸山本た央（パート）．山

本邦子、山本久黒子・山本珊・山木しげのは勘・山本臥山女正彦（たかつ九象の会し山本玉議・山手千観（リフォーム会社払嘲）・山本貞琶・山車僅之【臣節こまくさ会し山本書も山車YA、山本賦払山本典子（董山ガイ＝山本洋毘（会社月人山車びっび（チ沌ラー）．山手秀子、山本博は在中診療桁針山本島闇、山本組数山本文由美、山衰奥書、

山本餞佐・山本光軋山本異種（農藍）・山本めく揚（主鰭）・山本（会社■）・山本藁久（会社■）、山本給弘（無■】・山女鐘一指営巣監体師L山本由長芋、山本馴＝トキュウ汚ポ　7t⊃デューサー）、山本虚尭（会社投入）、山本遊子は凱山蒜博（象）、山■利子は恥、稔光舞正（会社ヱ日、ヤング有浩子（主蝿）、結城典子（和人ゆうゆみ（犠■）、ゆき、
ゆきんこ、ゆきこうこ、弓嶋刊子・弓場滅入＼縦約・法事マサ⊃（全書L浅山看代は蝉）、濾山左世、由1曜行、百合山千輪、ようこ恨事錦が丘罵城山岳絆し横井み封書巣主妨）、♯岩農も機内悉藁、礪Jl代、腫圭一、襖野鼠横手1m枝四千芝気組縫暮麓（一線社B法人白木気象予碓土台、特定罪首削活動法人ウェザーフロンティア露語日、積立茂軋

樺山尉乱椚軋虐芋、牒山河矢田・彿山翳子・横山売手1横山徽（敵1L積山瞥汎細山寮保手（ヨガ附し相身子、横山ひと私樺山浩子．嶺山めぐみ（饗瓜クライミング愛好fL横山淑子、吉井相子、青臭募豪（1巣）、盲岡弧雷同7し割l庶子（轟織公m研耗針．割いたかし、富川治七日MTS自発事研究所）、古川雅子（自由塑）、古木霞引チー
ム今だから上富澤朔（緩薯削・膏郡鐘、吉田明夫（民¶羊　古田田　生は　鷹巣慮止訴訟原告世事精局長卜曹軋富田－1仲央大挙山岳正朔l書田響代、盲加代子、音包久義芋、宮田量子は償只的社か、昔甜太即日もじきわ娘の金）、暫研子、轡甘将平、富田壮平、青田踵夫、吉田つよし（会社員卜古田飢風音巴芳紀、古田真妃、富田正夫、

百田政子・古田正弘古拙巣、吉田まり（mB里誅環境像洋語動♯L官職寛子、釜田巣知手、富田糞農（フリーは裏書L富田みゆ引合杜氏）、宮田重任（スノーモンスタースキークラブL富田裕一（印可自曹tL吉田弗菩博捜士L青田住子、盲巴紀子、富永直樹（鶏肉■勤労雪山急速盟副理事長．鵠岡恐山針、音永軍産、富永陽子【皇位）、吉成由丘子1ファッ
ション関係憾入自営）・宮野租馴鹿鴎人科医師）、宮野環生けンダーウオーゲル礁ttL甘皮由利畳巣卜古松文男、古址暮せ（会社別、宮村千撼1自富豪）、よしむらとしはる（インテリアデザイナー）、吉村成子は欄）、宮村美由紀（フリづンスL吉元立雄、依由史引用1、よっし伯曹＃）、米田しのぶ、米山硲集、米山義盛、うイチョウ　カモシカ、ラウバy
ハスミヤヨ‾ク、力久忙（た■〉・リニア市民ネット山毀・りゆうこはる‖引＝・紀環■、野人千手（作蘇）、留鳥、レア内議（音豪脚）、仙aR町n01瑚トリマー）、亡Uシートソンリえ、Bビババtakel会社月日、YNは事霞生ゝ整罵規定（診療放射騒技師）、看凛私書1集保子、若狭敦子、石塚晃、若囁晃一、苔等弘子、若山加代（少ノエークー）、若月恵子、若月阻之

艶贅すみ江・着駅正江（皇鑓）＼葛柿僧‾別会社亡＝・若松由集伯虫繁）・若山圭介（金杜凸）、氾霊性明（ノマド人望策戦奥（じわんじょ山の全会勘、恩田征勘知多通運露磯部鼻）、和久田淵子（宙家公誇机軸久田ひさみ、E巴厚子は退社亡日、印凪麻糞、逆井純代、和田香織（自首凛）十和田鍼－、濱追息子（会社員）、濾過黒は婦）、滋か斬り票、渡辺

和範、渡連覇－∴許許絹代、議連久集手（漁勘、渡辺幸子（豪削臥避辺聡（会社員L渡辺紗鴇（会社別・渡辺秒集、渡辺Ly代・渡辺遭（伊豆ハイキングクラブ）、乱二監代伯嘗薫）、悪道正（会社，日、盈芯千明‖刑罰別引数L溝辺手札渡辺鈷（百割、ま辺酷明（外項道等反対連盟L渡辺とし江〔新婦人）∴謹遠軽弘、渡遽久次、葦辺ひろき、避辺ふみ子、
濃辺文博（エディタ‾）・濃辺正子、渡辺正子・渡辺竣成【釣り人）・渡辺蔦粒子・渡濃英由一渡遺捜紀子（需用会社べアースハウス】、箋詳述生伯由撫）、漉遊みちよ（無恥卜避辺遥せ（子育て中）、濃辺三滝手（伊豆ハイキンククラブL渡辺熱（主婦）、渡辺慮英、渡辺保代、濃述裕未、濃邸よしえ（一概）、濱辺腫－（長野黒白繁保護連盟）、濃造りよわたの買は

る（会社■）・線引静薔・神立久明・避紆情、濃紺厨子は鰯）．ウクライミサ年金後日、和重電、梶野由超、恥恭明、茶杓信行、河野櫓（豊山カイド）、田形祐蛸（雷傾8軌票佼充（リニア新幹線を考える立山巷の金）

南アルプストン

／儒坤がかれる谷が埋まる
蘭アルプスは日本有数の多雨　流の谷に高さ70m盛り土され

地帯。豊かな森と独特の生態系　る計画があります。自然への影

が育まれてきました。そこを罠　響だけでなく、土石流の原因に

通するトンネルができると川が　もなります。

かれ、希少な動植物の生存も脅

かざれます。駿河湾に注ぐ大井

川への影響は深刻で、水量が最

大で毎秒2t減ると吉式算されて

います。また掘り出された大玉

の土砂は、静岡側では大井川上

シナノコサクラ

造山活動の激しい南アルプス　路は未整備で、残土の行き先

は、さながら崩壊地の展示場。　もほとんど決まっていません。

新たな道路整備は土砂災害との　2015年12月に山梨側の早川

不毛な闘いを招きます。トンネ　町で、16年7月には長野側の

ルから大量の土砂を10年以上、　大鹿村でトンネル起工式を終え

ダンプカーで残土置き場まで運　たものの、ずさんな計画で工事

ぶ計画になっていますが、搬出　は足踏みしています。

リニア中央新幹線の
「南アルプストンネル」概念図
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烏野県駅　　釜沢

ヤマトイワナ

磨軍認諾翳監品ウ卜
最高時遠約500kmのリニア　　つの非常口が予定されています

中央新幹矧は多くの活断層をま　が、出口は山の中。緊急停止装

たぎます。そのうちの一つでも　置が逓よく作動しても、中間部

ずれたら、リニア新幹線は尻も　で立ち往生すれば、外部への脱

ちをついたり側壁に衝突したり　　出に高低差約370mの坂道を

して大事故に発展しかねませ　登らなければなりません。り

ん。また、長さ約25kmの南ア　二ア中央新幹線の乗客は最大

ルブストンネルには、途中、5　1000人です。
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（伝付讐の登山口）

鮭
血統ケ岳
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蒜㌫んβ器㌫ライマ一・阜〆工ヽ
大鹿村での当たり前の日

常…・里から見上げる山

の稜線の美しさ、暮らし

の静けさ、おだやかさが、

今、揺らいでいます。次

世代にも変わらぬ風景を

届けたい。リニアの工事

に反対です。

岳人には山への麦がある。

調和的で平和に暮らす南

アルプスのいのちに思い

を致す想像力がある。沢

の減水に対する根本的な

解決もないままリニア工

事の着工に向かうこと

は、けっして許されない。

瞥了㌦

ヰアルプストンネルの

山穀県側坑口（2016年3月）

【南アルプストンネルの概要】

長さ約25km

嘘的13m

非常口5カ所

地表からの深さ最大1400m

「釜沢」と「新倉」はリニア新幹

頴が一瞬、地上に出る部分。「二

軒小足」とあわせた3カ所がトン

ネル掘削工事の主要基地になる

闇珊隈軌1、′

李菓土凛き壌予定地の一つ。林道上

に高さ70m、長さ500mに渡っ

て土砂が積み上げられる予定

リニア中央新幹線計画の概要

【東京（品川）一名古屋闇】
・先行開業予定年：2027年

・距離ニ286km

・移動時間：最短40分（品川∴大阪問は67分）

・トンネル率：約86％

・事業主：JR東海

・総工費：約5．5兆円（品川・大阪間は約9兆円）

南アルプストンネルの施工業者：大成建設、鹿島建設ほかの事業体

発　行●「リニアで商アルプスを壊さないで」堂山者アピール実行委員会

発行日●　2017年4月

連箱先●リニア新幹線を考える登山者の会

〒146－0082　東京都大田区池上5－7－5（治療院r結」気付）

teI／fax：03－3752－4717

e－mail：tOZanSyarinla＠gmaH．COm

blog：http：〟tozansyarlnia．SeeSaa．net／

twitter：＠toZanSyarinia

アカイシサンショウウオ
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