
1 鎌⽥ 博幸 26 斎藤 茂 51 菅⽣ 早知⼦ 76 池下 健

2 森⽥ キヨコ 27 上野 好恵 52 柳沼 信夫 77 ⻄⽥ 郁⼦

3 髙橋 孝治 28 根本 久美⼦ 53 穂積 智美 78 荒⽊⽥ 優哉

4 菅野 ⾏⼦ 29 髙橋 久美⼦ 54 渡辺 宏⼀ 79 内海 千浩

5 阿部 正彦 30 船⽣ ⻑久 55 早川 敬⼦ 80 市村 左知恵

6 古川 怜史 31 佐藤 啓⼦ 56 佐々⽊ 絢美 81 渡辺 良⼀

7 関場 美由希 32 ⽮内 ノブ⼦ 57 ⼤⼭ 和⼦ 82 ⼆階堂 千代

8 渡邉 秀男 33 ⽮内 克彦 58 阿部 洋⼦ 83 ⽮内 加奈⼦

9 ⼤⻄ ⼈実 34 根本 勝広 59 佐藤 直美 84 溝井 賢⼀郎

10 前⽥ くに江 35 ⼩野 淳⼦ 60 早川 孝照 85 柳沼 ケサ⼦

11 丹治 豊⼀郎 36 根本 貢 61 髙橋 めぐみ 86 ⾦澤 幸⼀

12 鈴⽊ 聖⼼ 37 髙橋 テル⼦ 62 池下 ヒデ⼦ 87 渡辺 恵美⼦

13 渡邉 トシイ 38 鈴⽊ 喜久雄 63 渡邉 静⼦ 88 穂積 孝司

14 遠藤 百華 39 ⼤幡 さち⼦ 64 穂積 ミツ⼦ 89 近藤 孝⼀朗

15 川村 誠輝 40 塩⾕ 靖夫 65 菅⽣ 恒孝 90 星 優⼦

16 渡辺 貴美⼦ 41 菅⽣ 奈津江 66 紺野 純⼦ 91 齋藤 聡⼦

17 菅野 政幸 42 芳賀 千佳⼦ 67 坂本 謹威知 92 野⼝ 信次

18 桑原 茂樹 43 ⼩針 敬⼦ 68 川上 優⼦ 93 菅⽣ 哲朗

19 ⽻⽥ 洋⼦ 44 岡部 重幸 69 鈴⽊ 勇⼈ 94 橋本 洋⼦

20 菅野 恭也 45 ⼆瓶 智⼦ 70 髙橋 秀典 95 髙橋 美紀

21 丹治 茂 46 ⾨⾺ 孝幸 71 鈴⽊ 好則 96 川上 志津

22 ⼤和⽥ 美沙 47 菅野 さく⼦ 72 ⽮部 重之 97 江本 節⼦

23 横川 典男 48 宗像 美樹 73 渡辺 正 98 我妻 武男

24 ⻘⽥ 健 49 杉岡 ⽔佳 74 ⼸⽥ 彩乃 99 渡辺 玲⼦

25 橋本 ⽂男 50 川村 淑恵 75 星 ふみ⼦ 100 湯野川 静⾹
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