
1 草野 和枝 26 鈴木 正巳 51 小浜 義久 76 鈴木 涼介

2 菅生 恒孝 27 矢内 ノブ子 52 吉村 さよ子 77 三瓶 峻輔

3 瓶子 道代 28 高橋 圭一 53 木崎 里奈 78 鈴木 喜久雄

4 宇佐美 まり子 29 髙橋 テル子 54 郡司 和枝 79 橋本 君枝

5 木戸 麻代 30 菊池 弘明 55 佐藤 良平 80 我妻 武男

6 中瀬 大地 31 鈴木 良一 56 岡部 笑美子 81 中瀬 信義

7 石川 三稀 32 篠原 綾子 57 吉田 清 82 星 久栄

8 石井 朝子 33 佐藤 朝子 58 橋本 みづえ 83 小浜 陽子

9 日置 亮太 34 丹治 正明 59 熊耳 祐香 84 伊藤 恵美子

10 高田 浩一 35 谷平 広治 60 柳沼 ケサ子 85 山本 幸子

11 菅生 宣孝 36 川上 志津 61 渡部 昭一郎 86 三下 久雄

12 有賀 隆宏 37 橋本 紗希 62 谷平 博俊 87 波場 隆之介

13 吉田 克治 38 鈴木 真輝 63 遠藤 由記 88 熊田 勝利

14 山岸 右京 39 山口 みつ子 64 渡辺 將成 89 齋藤 賢

15 渡辺 希美 40 我妻 静子 65 鈴木 良信 90 菅生 早知子

16 小浜 宗司 41 渡部 芳江 66 小浜 巧暁 91 伊勢路 太

17 鈴木 節子 42 菅井 朝陽 67 遠藤 政樹 92 橋本 たか子

18 吉田 梅江 43 坂本 謹威知 68 古川 洋子 93 吉田 淳一

19 吾妻 淑子 44 宗像 正子 69 村上 秀吉 94 大髙 喜輝

20 高橋 しおり 45 菅生 哲朗 70 水野 せい子 95 木村 太朗

21 鈴木 一秀 46 鈴木 秀知 71 渡辺 玲子 96 鈴木 祐貴子

22 髙橋 秀典 47 吉田 剛志 72 鈴木 愛里 97 齋藤 匠悟

23 白岩 幸子 48 谷平 和子 73 星 博堅 98 吉成 涼子

24 岡部 嘉勝 49 橋本 恵 74 高橋 豊 99 石井 祐美子

25 和泉 昭子 50 箭内 正美 75 木戸 セツ子 100 渡辺 直美
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