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福島町 町⾧ 鳴海 清春 小国町 町⾧ 仁科 洋一 岩美町 町⾧ ⾧戸 清

厚沢部町 町⾧ 渋田 正己 取手市 市⾧ 藤井 信吾 若桜町 町⾧ 上川 元張

蘭越町 町⾧ 金 秀行 茨城町 町⾧ 小林  宣夫 八頭町 町⾧ 吉田 英人

ニセコ町 町⾧ 片山 健也 東海村 村⾧ 山田  修 湯梨浜町 町⾧ 宮脇 正道

奈井江町 町⾧ 三本 英司 神流町 町⾧ 田村 利男 琴浦町 町⾧ 福本 まり子

秩父別町 町⾧ 澁谷 信人 鎌倉市 市⾧ 松尾 崇 北栄町 町⾧ 手嶋 俊樹

北竜町 町⾧ 佐野 豊 大和市 市⾧ 大木 哲 日吉津村 村⾧ 中田 達彦

鷹栖町 町⾧ 谷 寿男 妙高市 市⾧ 入村 明 大山町 町⾧ 竹口 大紀

東川町 町⾧ 松岡 市郎 小矢部市 市⾧ 桜井 森夫 南部町 町⾧ 陶山 清孝

美瑛町 町⾧ 角和 浩幸 南砺市 市⾧ 田中 幹夫 江府町 町⾧ 白石 祐治

南富良野町 町⾧ 高橋 秀樹 加賀市 市⾧ 宮元 陸 新庄村 村⾧ 小倉 博俊

和寒町 町⾧ 奥山 盛 敦賀市 市⾧ 渕上 隆信 鳴門市 市⾧ 泉 理彦

中川町 町⾧ 石垣 寿聰 若狭町 町⾧ 渡辺 英朗 三好市 市⾧ 高井 美穂

浜頓別町 町⾧ 南 尚俊 茅野市 市⾧ 今井 敦 佐那河内村 村⾧ 岩城 福治

中頓別町 町⾧ 小林 生吉 下條村 村⾧ 金田 憲治 那賀町 町⾧ 坂口 博文

雄武町 町⾧ 石井 友蔵 泰阜村 村⾧ 横前 明 宇和島市 市⾧ 岡原 文彰

音更町 町⾧ 小野 信次 飛騨市 市⾧ 都竹 淳也 八幡浜市 市⾧ 大城 一郎

士幌町 町⾧ 高木 康弘 郡上市 市⾧ 日置 敏明 檮原町 町⾧ 吉田 尚人

鹿追町 町⾧ 喜井 知己 静岡市 市⾧ 田辺 信宏 黒潮町 町⾧ 松本 敏郎

清水町 町⾧ 阿部 一男 伊豆市 市⾧ 菊地 豊 大牟田市 市⾧ 関 好孝

芽室町 町⾧ 手島 旭 豊田市 市⾧ 太田 稔彦 古賀市 市⾧ 田辺 一城

更別村 村⾧ 西山 猛 知立市 市⾧ 林 郁夫 筑前町 町⾧ 田頭 喜久己

大樹町 町⾧ 酒森 正人 高浜市 市⾧ 吉岡 初浩 錦町 町⾧ 森本 完一

豊頃町 町⾧ 按田 武 豊明市 市⾧ 小浮 正典 臼杵市 市⾧ 中野 五郎

本別町 町⾧ 佐々木 基裕 ⾧久手市 市⾧ 吉田 一平 宇佐市 市⾧ 是永 修治

足寄町 町⾧ 渡辺 俊一 阿久比町 町⾧ 竹内 啓二 九重町 町⾧ 日野 康志

陸別町 町⾧ 野尻 秀隆 東浦町 町⾧ 神谷 明彦 大和村 村⾧ 伊集院 幼

遠野市 市⾧ 多田 一彦 美浜町 町⾧ 齋藤 宏一

二戸市 市⾧ 藤原 淳 豊根村 村⾧ 伊藤 実

岩沼市 市⾧ 菊地 啓夫 名張市 市⾧ 北川 裕之

横手市 市⾧ 髙橋 大 大紀町 町⾧ 服部 吉人

湯沢市 市⾧ 佐藤 一夫 近江八幡市 市⾧ 小西 理

にかほ市 市⾧ 市川 雄次 草津市 市⾧ 橋川 渉

藤里町 町⾧ 佐々木 文明 守山市 市⾧ 宮本 和宏

八峰町 町⾧ 森田 新一郎 米原市 市⾧ 平尾 道雄

羽後町 町⾧ 安藤 豊 竜王町 町⾧ 西田 秀治

東成瀬村 村⾧ 佐々木 哲男 枚方市 市⾧ 伏見 隆

東根市 市⾧ 土田 正剛 相生市 市⾧ 谷口 芳紀

最上町 町⾧ 高橋 重美 朝来市 市⾧ 藤岡 勇

川西町 町⾧ 原田 俊二 宇陀市 市⾧ 金剛 一智


