
1 宮地 弘樹 31 橋本 安宏 61 吉田 由美子 91 坪井 眞智子

2 渡辺 直美 32 遠藤 由記 62 穂積 孝司 92 鈴木 典行

3 黒澤 幹子 33 田村 治典 63 三浦 愛子 93 栁沼 綾香

4 津滝 宏之 34 空閑 芽明里 64 矢部 良子 94 齋藤 雅樹

5 桑原 知恵 35 椎名 悟 65 山田 真也 95 川﨑 優

6 大木 公美 36 菅野 弘恵 66 石田 成 96 上原 裕佳

7 松本 喜美枝 37 寺澤 優也 67 名越 遥 97 芳賀 美紀

8 鈴木 颯人 38 宍戸 猛 68 菊地 功祐 98 本郷 雄一

9 佐久間 尚也 39 横田 竜也 69 三坂 加代子 99 大山 遥平

10 白石 輝大 40 武田 利江 70 渡辺 八重子 100 荻原 安喜子

11 石川 就規 41 吉田 英子 71 荒川 英人

12 原川 京佳 42 萩谷 友博 72 小林 李

13 吉田 梅江 43 川上 恒久 73 渡邉 薫

14 増子 梨紗 44 工藤 涼斗 74 菅野 博

15 塩田 健介 45 遠藤 知子 75 鈴木 翼

16 岡部 拓真 46 山﨑 桃 76 志賀 敦子

17 草野 和枝 47 瀬谷 善子 77 渡辺 初治

18 渡辺 せい子 48 長谷川 いづみ 78 佐久間 桃香

19 黒澤 綾子 49 清水 和博 79 菊地 孝徳

20 力丸 雄太 50 山口 美穂 80 宗形 秀起

21 丸山 裕喜 51 野地 穂乃佳 81 酒井 直樹

22 西形 幸祐 52 斎藤 博 82 蔵野 航

23 渡辺 正 53 伊藤 恵美子 83 高野 緑

24 渡部 和子 54 柴 佳代子 84 平山 幸育

25 鈴木 三夫 55 小林 令奈 85 鈴木 健仁

26 五十嵐 耀 56 齋藤 真理子 86 桜田 順子

27 鈴木 理里安 57 佐藤 里紗 87 溝井 賢一郎

28 土屋 美佐子 58 齋藤 登 88 斎藤 恵二

29 水野 あかね 59 柳沼 達郎 89 鹿又 俊介

30 円谷 拓未 60 加藤 圭祐 90 大内 すみれ

前期　マフラータオル　当選者　100名



1 半谷 京子 31 松本 匡子 61 斎藤 ツギ子 91 栗﨑 高広

2 仁井田 ヒロ子 32 渡辺 みちる 62 山内 信子 92 大島 美代子

3 前田 健太 33 髙木 和夫 63 岡田 耕典 93 前田 くに江

4 野口 サツ子 34 佐藤 淳 64 高橋 俊子 94 鈴木 和也

5 佐藤 千鶴子 35 宗像 哲平 65 猪狩 京子 95 国分 マサ

6 守谷 正子 36 中島 道男 66 猪狩 あけみ 96 鈴木 雅子

7 梅津 道夫 37 羽生 賢次 67 立花 由美子 97 谷川 美知子

8 安斎 勝子 38 宮島 登喜子 68 渋谷 政義 98 菅田 安子

9 堀越 啓子 39 日塔 昌雄 69 根本　 正一 99 溝井 奈津美

10 佐々木 春水 40 遠藤 紗織 70 木村 きい 100 遠藤 フミ子

11 永沼 紀子 41 佐久間 聡 71 根本　 久子

12 鈴木 カツ子 42 難波 操子 72 笠巻 勝男

13 根本 玲子 43 松本 静華 73 阿部 由美

14 上澤 紀子 44 宗像 由美子 74 坂本 芳美

15 鈴木 栄子 45 芳賀　 澄夫 75 梶原 福子

16 鈴木 政文 46 佐藤 トミ 76 青木 ひろみ

17 古庄 孝之 47 村上 初江 77 川上 興一

18 森 智子 48 大関 義孝 78 前田 義子

19 戸辺 洋子 49 佐々木 八重子 79 長山 真理

20 谷口 千恵子 50 相楽 操 80 佐藤 善昭

21 水沼 宣子 51 鴫原 好枝 81 野崎 あきよ

22 塩田 俊郎 52 高田 浩一 82 樋口 文香

23 福本 政雄 53 大内 美咲 83 坪井 斉

24 相川 節子 54 川上 洋子 84 鈴木 翼

25 結城 博美 55 佐久間 洋子 85 矢内 千賀子

26 佐藤 朝生 56 和田 隆 86 三浦 さくら

27 貝沼 成子 57 森谷 博亘 87 村上 史郎

28 二瓶 公一 58 工藤 三喜夫 88 伊勢路 太

29 川嶋 仁子 59 佐河 千鶴子 89 ナカムラ エイイチ

30 根本 修 60 渡辺 直樹 90 菅野 コヨ

後期　マフラータオル　当選者　100名


