
 Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１

№ 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

1 石川　経造 石川　経造 石川　経造 石川　経造 秋葉　英夫

2 鍛冶　信雄 鍛冶　信雄 栗原　良子 栗原　良子 岩崎マリ子

3 栗原　良子 栗原　良子 清水　　薫 清水　　薫 栗原　良子

4 清水　　薫 清水　　薫 下野　武司 下野　武司 下野　武司

5 庄　　菊博 庄　　菊博 杉山　若江 杉山　若江 杉山　若江

6 下野　武司 下野　武司 鈴木　豊士 鈴木　豊士 鈴木　豊士

7 杉山　若江 杉山　若江 関根　栄一 関根　栄一 曽根　直行

8 鈴木　豊士 鈴木　豊士 塚田とも子 塚田とも子 高木　久子

9 関根　栄一 関根　栄一 並本　寿紘 並本　寿紘 田中　澄子

10 塚田　とも子 塚田　とも子 西久保夏代 西久保夏代 塚田とも子

11 中込　紀子 中込　紀子 長谷川正子 長谷川正子 並本　寿紘

12 中内　丈夫 中内　丈夫 増岡　達也 増岡　達也 西久保夏代

13 並本　寿紘 並本　寿紘 松永　輝義 松永　輝義 長谷川正子

14 西久保夏代 西久保夏代 三浦はるみ 三浦はるみ 増岡　達也

15 長谷川正子 長谷川正子 三木　清始 三木　清始 松崎　仁子

16 増岡　達也 増岡　達也 室山　茂子 室山　茂子 松永　輝義

17 松永　輝義 松永　輝義 山尾　聖子 山尾　聖子 丸山　政枝

18 松本　寿昭 松本　寿昭 　 　 三浦はるみ

19 松元みゆき 松元みゆき 　 　 宮内　直樹

20 三浦はるみ 三浦はるみ 　 　 室山　茂子

21 三木　清始 三木　清始 　 　 森田美那子

22 室山　茂子 室山　茂子 　 　 柳橋　吉教

23 山尾　聖子 山尾　聖子 　 　 山尾　聖子

24 山本　和人 山本　和人

25 吉田　　哲 吉田　　哲



 Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６

№ 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

1 秋葉　英夫 川野　英明 川野　英明 池田　宏司 岡崎　幸子

2 栗原　良子 河嶋　典子 栗原　良子 市川　欣伸 柏木　久司

3 下野　武司 栗原　良子 斎藤　昌紀 岡崎　幸子 風間　恵美

4 杉山　若江 斎藤　昌紀 下野　武司 柏木　久司 栗原　良子

5 鈴木　豊士 下野　武司 杉山　若江 風間　恵美 小暮　欽作

6 曽根　直行 杉山　若江 曽根　直行 栗原　良子 下野　武司

7 田中　澄子 曽根　直行 土屋　照子 小暮　欽作 杉山　若江

8 塚田とも子 土屋　照子 鶴田　優子 下野　武司 関谷　敦子

9 並本　寿紘 鶴田　優子 並本　寿紘 杉山　若江 曽根　直行

10 西久保夏代 並本　寿紘 永石　珠江 関谷　敦子 田中　伸一

11 増岡　達也 永石　珠江 野村　和雄 曽根　直行 並本　寿紘

12 松﨑　仁子 野村　和雄 袴田　友久 並本　寿紘 野村　和雄

13 松永　輝義 袴田　友久 菱千代子 野村　和雄 増岡　達也

14 三浦はるみ 菱千代子 増岡　達也 増岡　達也 松永　輝義

15 室山　茂子 増岡　達也 松永　輝義 松永　輝義 三浦はるみ

16 森田美那子 松永　輝義 三浦はるみ 三浦はるみ 室山　茂子

17 柳橋　吉教 三浦はるみ 室山　茂子 室山　茂子 山尾　聖子

18 山尾　聖子 室山　茂子 森田美那子 山尾　聖子 山増　智子

19 　 森田美那子 山尾　聖子 山増　智子

20 　 山尾　聖子

21 　

22 　

23 　



24 　

25 　

 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

№ 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

1 岩崎　廣司 岩崎　廣司 飯島　　守 飯島　　守 飯島　　守

2 大坪　　功 大坪　　功 大坪　　功 大坪　　功 今井　誠喜

3 岡崎　幸子 岡崎　幸子 岡崎　幸子 岡崎　幸子 大野　清恵

4 岡野こずえ 岡野こずえ 岡野こずえ 岡野こずえ 岡崎　幸子

5 岡野　　亘 岡野　　亘 岡野　　亘 岡野　　亘 岡野こずえ

6 栗原　良子 栗原　良子 栗原　正明 栗原　正明 岡野　　亘

7 小暮　欽作 小暮　欽作 幸森　康夫 幸森　康夫 奥田　正人

8 斎藤　次雄 斎藤　次雄 小暮　欽作 小暮　欽作 加藤　勝子

9 下野　武司 下野　武司 斎藤　次雄 斎藤　次雄 栗原　正明

10 杉山　若江 杉山　若江 下間　則武 下間　則武 幸森　康夫

11 関谷　敦子 関谷　敦子 下野　武司 下野　武司 小暮　欽作

12 多田　外志 多田　外志 鈴木　政昭 鈴木　政昭 斎藤　次雄

13 田中　伸一 田中　伸一 関谷　敦子 関谷　敦子 下間　則武

14 中台　建二 中台　建二 多田　外志 多田　外志 鈴木　政昭

15 並本　寿紘 並本　寿紘 田中　伸一 田中　伸一 関谷　敦子

16 野村　和雄 野村　和雄 仲島　直広 仲島　直広 竹野谷久江

17 松永　輝義 松永　輝義 中台　建二 中台　建二 多田　外志

18 室山　茂子 室山　茂子 人見　友章 人見　友章 仲島　直広

19 山増　智子 山増　智子 室山　茂子 室山　茂子 西澤　達男

20 　 　 諸井　和江 山増　智子 人見　友章

21 　 山増　智子 渡部　直也 室山　茂子

22 　 渡部　直也 今井　誠喜 山増　智子



23 　 渡部　直也

24 　

25 　

 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

№ 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

1 飯島　　守 井上　啓子 岡崎　幸子 岡崎　幸子 岡崎　幸子

2 今井　誠喜 岡崎　幸子 岡野　　亘 岡野　　亘 岡野　　亘

3 大野　清恵 岡野　　亘 加藤　勝子 加藤　勝子 加藤　勝子

4 岡崎　幸子 加藤　勝子 栗原　正明 幸森　康夫 幸森　康夫

5 岡野こずえ 栗原　正明 幸森　康夫 須崎　隆司 須崎　隆司

6 岡野　　亘 幸森　康夫 下間　則武 関谷　敦子 関谷　敦子

7 奥田　正人 下間　則武 須崎　隆司 多田　外志 多田　外志

8 加藤　勝子 須崎　隆司 関谷　敦子 人見　友章 人見　友章

9 栗原　正明 関谷　敦子 竹野谷久江 室山　茂子 室山　茂子

10 幸森　康夫 竹野谷久江 多田　外志 山増　智子 山増　智子

11 小暮　欽作 多田　外志 仲島　直広 渡部　直也 渡部　直也

12 斎藤　次雄 仲島　直広 人見　友章 土屋　　修 土屋　　修

13 下間　則武 人見　友章 村上　統法 角屋　裕子 角屋　裕子

14 鈴木　政昭 村上　統法 室山　茂子 春名　恭一 春名　恭一

15 関谷　敦子 室山　茂子 山増　智子 今野　　明 今野　　明

16 竹野谷久江 山増　智子 渡部　直也 　 　

17 多田　外志 渡部　直也 　 　 　

18 仲島　直広 　 　 　 　

19 西澤　達男 　 　 　 　

20 人見　友章 　 　 　 　



21 室山　茂子 　 　 　 　

22 山増　智子 　 　 　 　

23 渡部　直也 　 　 　 　

24 　

25 　

 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１

№ 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

1 岡崎 幸子 岡崎 幸子 岡崎 幸子 岡崎 幸子 幸森 康夫

2 岡野　 亘 岡野　 亘 幸森 康夫 幸森 康夫 指田 博行

3 幸森 康夫 幸森 康夫 関谷 敦子 関谷 敦子 佐藤 　享

4 関谷 敦子 関谷 敦子 春名 恭一 春名 恭一 関谷 敦子

5 𡈽屋 　修 𡈽屋 　修 山増 智子 山増 智子 田中 孝昌

6 春名 恭一 春名 恭一 増村紀綏子 増村紀綏子 𡈽屋　 修

7 山増 智子 山増 智子 渡部 直也 渡部 直也 長崎 彩子

8 渡部 直也 渡部 直也 佐藤 享 佐藤 享 望月 雅枝

9 大野 千秋 大野 千秋 長崎 彩子 長崎 彩子 山増 智子

10 増村紀綏子 増村紀綏子 春名 紀子 春名 紀子 渡部 直也

11 森　政江 望月 雅枝 望月 雅枝

12 　　飯島　静江 　　飯島　静江

13

14

15

16

17

18



19

20

21

22

23

24

25


