
 

 

あ 相田 由利子 １７ ４３   

 青木 世一 ８ ３８   

 秋葉 節夫 ５２    

 穴田 勇 ４    

 天谷 順子 １３ １７ ４５ ６０ 

い 飯田 妙美 １０    

 飯塚 佳久 １０    

 池澤 雅美 ２    

 池田 宰 ６３ ６９   

 伊沢 昭二 ３０    

 石﨑 亜矢子 ５６    

 石田 芳江 ２４    

 石橋 舞 ９ ６１   

 市塚 亜希 １４ ２６ ７１  

 市原 祐美 ５７    

 伊東 正道 ７２    

 稲葉 英男 ２４    

 稲葉 優予 ５４ ６６   

 今村 龍一 ６３    

 入口 千佳子 １８    

 岩本 久美子 ３５    

う 上野 勝二郎 ２６    

 上野 祐子 ３６    

 内野 キヨ子 ４    

 梅澤 昌恵 ５４    

え 遠藤 紀子 ３６    

お 大嶋 寛 ６４    

 大島 陽春 １３    

 大嶽 浩良 ３１    

 大塚 忠男 ６８    

 大森 康子 ６１    

 岡 邦行 ３１ ６２   

 岡崎 和代 ５６    

 岡田 裕 １４    

 岡部 里子 ６２    

 岡本 順子 ５    

 小川 千代子 ３０    

 小澤 厚子 １４    

 

 

か 柏村 祐司 ３０    

 加藤 恵子 ５７    

 神永 美智子 ５１    

 神山 峰水 １９ ７０   

 刈屋 歩 ５３    

 河上 育子 ３２    

 川上 とし子 ４    

 川島 宗竹 １１ ６４   

 川中子 信正 １    

 川元 由美子 ５    

き 菊田 卓也 ６４    

 菊地 悦子 １６ １７   

 岸 一雄 ２５ ２６   

 北潟 喜久 １９    

 桐生 雅弘 １ ４８   

 金 將二 ２    

く 櫛田 崇 ４７    

 鯨 敏枝 ３８    

 工藤 聡史 ４２    

 熊谷 みどり ５３    

 粂川 吉見 １１    

 栗谷 真由美 ３２    

 黒﨑 清美 ５４    

 黒田 直美 ３２ ３９   

 呉 燕敏 ２７    

 鯉沼 裕子 ２８    

 小暮 淳 ４８    

 小島 恭子 ３３ ３６   

 小林 久美子 ３５    

 小林 まき ３３    

 小林 幸恵 ３９ ５１   

 小松 美恵子 ３９    

さ 齋藤 月美 ４６    

 齋藤 尋美 ２１    

 酒井 キミ子 １５    

 酒井 裕子 ３３    

 坂口 美智子 ４３ ５５   

 坂本 由紀子 ５７    



 笹野 かよ ４５ ４６   

 佐山 哲男 ５５    

 佐山 光以 １３    

 澤田 宏 ２ ７   

 澤村 君江 ３４    

し 篠﨑 章彦 ４２    

 島野 ルイ １８    

 白石 久雄 ４４    

 新開 朝一 ４７    

 新矢 昭吾 ６０    

す 鈴木 玲子 ５８    

 須永 幸子 ９ ４０   

 須永 順子 ３４    

せ 関山 忠志 ７２    

た 髙岩 敏恵 ５０    

 髙岩 初枝 ４９ ５３   

 高橋 行継 ６９    

 田中 恵子 ３４    

 谷口 喜代子 ２１    

 田螺 踊理 ２０    

 田山 則子 ３    

 丹野 井成寿 １９    

ち 千金楽 恒水 ８ ２１ ４４  

つ 塚越 義幸 ２８    

 塚田 明子 ３７ ４０   

 都築 冴子 ３７    

な 中島 清道 ２２    

 永島 晴美 ５８    

 永戸 美麗 ５６    

 中森 貫太 ２０    

 永山 武志 ６３    

の 野口 真由美 ２２    

 野田 光典 ５５    

 昇 悦子 ６    

は 橋本 秀則 ４４ ７１   

 春山 勇美 ７    

 坂東 珠美 ６６    

ひ 稗田 遼子 ２９    

 平沢 利子 ４６    

ふ 福田 恵一 ５８ ６２   

 福田 惠一 ３    

 福田 悟子 １８    

 福田 理絵子 ５９    

 福地 喜美子 ３    

 福地 富雄 ５    

 福地 豊子 １５    

 藤井 咲良 ５２    

 藤本 英一 ６６    

ほ 星野 直美 ４０ ５２   

 堀中 里香 ４３    

ま 前澤 俊宏 １ ６５   

 増山 玲子 １２    

 松尾 光晴 ２２ ４５   

 松沼 孝 ５０    

 松村 博子 ６１    

 松本 敦子 ６    

 松本 淳子 １６    

 松本 一夫 ３１    

 松本 純美代 ２３    

 松本 之男 ２４    

み 水庭 芳江 ２３    

 水野 光章 ４７    

 径華 ４１    

 宮本 浩子 ３７    

む 村上 雅美 ５９    

 村瀬 恭子 １５    

も 森 政美 ３８ ４１   

や 谷島 節子 ３５    

 山中 一馬 ２０    

 山中 孝子 ６８    

 山中 智津子 １１    

 山根 輝雄 ４９    

 山本 十四尾 ２８    

 山本 晴美 ５９    

 山本 広斉 ４２ ７１   

よ 横島 啓子 １０    

 横塚 ゆり ６７    

 横山 健二 ５１    

 吉田 光晴 ７    

わ 若松 永晄 ２３    



 若松 靖恵 ９    

 涌井 利満 ４８    

 渡邉 順子 ５０ ６０   

 渡辺 紀子 ２９ ６８   

 渡邉 靖久 ６    

 

合計 １６１名 

 


