
1 渡部 暢久 26 木野 栄治 51 小浜 宗司 76 冨塚 栄子

2 中川 光衛 27 柴田 よつ子 52 須田 真 77 村岡 有歌

3 細田 精子 28 清野 希 53 水口 美津子 78 盛藤 睦美

4 髙橋 美琴 29 森川 しのぶ 54 斎藤 カツ子 79 池下 友菜

5 酒井 清孝 30 小浜 陽子 55 保住 栄 80 渡邉 希

6 長嶺 芳弘 31 鈴木 義隆 56 芳賀 テル代 81 柳沼 信也

7 林 茂樹 32 菅野 弘恵 57 東城 睦子 82 宗塚 政昭

8 佐久間 トキ子 33 齋藤 麻紀 58 渡辺 誠 83 吉田 幸明

9 五十嵐 実 34 佐藤 哲也 59 石井 ふみ子 84 鈴木 孝

10 塩田 シゲ子 35 三浦 春奈 60 上遠野 香 85 管野 淳

11 山口 澄江 36 坂内 喜恵 61 斎藤 博 86 高城 妙子

12 永山 栄子 37 井上 茂夫 62 仲田 強 87 大橋 よし子

13 及川 博 38 斎藤 洋美 63 三部 キミ子 88 土屋 成実

14 早川 達彦 39 佐藤 初美 64 須田 京子 89 髙橋 宏典

15 有馬 浩一 40 佐藤 則子 65 三浦 良宏 90 浜名 完司

16 相楽 常雄 41 安藤 秋子 66 清野 孝典 91 高野 恵子

17 東條 隆之 42 根本 里美 67 安藤 みな子 92 増子 二三代

18 有馬 真由美 43 新田 美津子 68 遠藤 静子 93 有賀 路夫

19 太田 千恵子 44 諏訪間 恒一 69 車田 喜子 94 岡部 勝

20 齋藤 清未 45 永山 孝子 70 小浜 頼子 95 関根 郁子

21 梅宮 彰 46 棚木 努 71 山﨑 実穂 96 江間 大輔

22 与板 みどり 47 浅野 弘子 72 阿部 俊輔 97 長谷川 ヨシ子

23 佐藤 栄子 48 永峰 秀樹 73 木田 朱美 98 大竹 沙也佳

24 山﨑 洋子 49 小針 幸吉 74 鈴木 利勝 99 氏家 良子

25 北川 佐代子 50 関根 ツヤ子 75 諸岡 重則 100 原 晃
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