
1 安濃 宗健 26 根本 幸子 51 菅野 輝恵 76 大井川 英敏

2 田村 了 27 薄 俊介 52 片寄 由布子 77 清野 晃

3 八矢 陽子 28 宮原 久暢 53 池下 豊 78 荻野 治美

4 菅野 良子 29 山内 一宏 54 佐藤 ミツ 79 平野 裕之

5 松浦 真耶 30 今泉 春雄 55 星 孝典 80 水上 幸則

6 植村 崇彦 31 廣野 孝平 56 野口 信次 81 堀 知子

7 安濃 恵里 32 佐藤 恵里子 57 渡部 正彦 82 鈴木 憲

8 薄 真理子 33 山田 修一 58 菊地 和也 83 森 米吉

9 鈴木 憲生 34 棚木 チヨ 59 大澤 由記 84 星 和憲

10 秋山 徳男 35 大竹 旭希子 60 二瓶 智子 85 川口 優

11 佐藤 ゆき 36 黒澤 綾子 61 大井 美奈 86 齋藤 哲

12 藤山 孝幸 37 國井 大佑 62 北川 笑子 87 町島 洋一

13 佐藤 真智子 38 秋葉 カツ 63 坂内 喜恵 88 渡辺 尚

14 小林 匡 39 弓田 和宏 64 吉田 将崇 89 松本 警一

15 樋口 和夫 40 大戸 美弥子 65 星 典男 90 大竹 康雄

16 鈴木 翼 41 本名 泰 66 内山 光子 91 北川 佐代子

17 佐藤 巌 42 宮本 隆雄 67 小野 聡 92 菊地 賢二

18 佐藤 和典 43 小針 裕治 68 水口 美津子 93 折笠 義夫

19 安藤 衛 44 高橋 正幸 69 小野 貴久 94 細田 精子

20 小野 宏子 45 松田 洋子 70 星 智子 95 星 忠光

21 菅野 港 46 藍原 崇 71 平野 陽子 96 助川 清

22 渡辺 文子 47 佐藤 宏 72 吉田 隆亮 97 木幡 貴文

23 車田 純一 48 佐藤 芳信 73 橘 健一 98 坂本 より子

24 手塚 善勝 49 大竹 秀子 74 比嘉 めぐみ 99 宍戸 拓海

25 藤井 康子 50 紺野 逸美 75 岡 光子 100 秋山 悦子
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