
1 菅野 ユリ子 26 原 達子 51 尾形 勝治 76 菅野 のり子

2 菅原 永翔 27 井上 茂夫 52 菅野 芳子 77 佐藤 博志

3 渡辺 將成 28 安藤 みな子 53 松木 佳津子 78 渡辺 大洸

4 清水 裕智 29 根本 歩々 54 遠藤 幸子 79 石川 達也

5 福田 かおる 30 山田 愛子 55 齊藤 実奈 80 安藤 義吉

6 佐藤 恭代 31 斎藤 有里 56 羽根田 真子 81 伹野 淳子

7 斎藤 郷司 32 小元 佳子 57 原 里子 82 渡辺 静子

8 鈴木 信夫 33 吉田 来輝 58 須田 功 83 渡辺 英雄

9 安藤 ミヨ 34 鈴木 由佳 59 遠藤 雄大 84 池田 浩一

10 鈴木 秀基 35 長谷川 礼子 60 太田 真琴 85 大橋 紘

11 鈴木 清枝 36 小林 博樹 61 東城 しげ子 86 菱沼 ゆり子

12 渡部 祐子 37 小林 宏寿 62 吉田 かよ子 87 尾形 ミツ子

13 近内 猛郎 38 本多 直美 63 草野 岳史 88 羽根田 智香

14 阿蘇 安子 39 齊藤 壮真 64 大木 真由美 89 星 友紀

15 斎藤 カツ子 40 舟山 紘二 65 鈴木 瑞香 90 遠藤 リエ子

16 橋本 文男 41 草野 義幸 66 水野 勝義 91 矢吹 真行

17 鈴木 友子 42 石田 元美 67 石川 薫 92 大槻 登希子

18 古川 裕介 43 荒 崇志 68 鈴木 優美英 93 溝井 賢一郎

19 及川 博 44 矢部 良子 69 小針 正子 94 目黒 史江

20 樋口 春枝 45 星 美智子 70 宮田 雄介 95 渡辺 秋江

21 佐原 信子 46 渡辺 聖子 71 柏 ツネ 96 杉岡 水佳

22 林部 恵子 47 小谷部 マツ子 72 高玉 正子 97 仲島 勝也

23 太田 千恵子 48 渡部 芳江 73 鈴木 喜久雄 98 泉 智裕

24 渡部 万紀 49 菅野 龍治 74 宮口 恵子 99 小林 寛明

25 星 ふみ子 50 溝井 和正 75 杉本 弘子 100 橋本 賢
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