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1 ひばり1-1 覚田　光昭 古河 富永ヨシ子 新潟 石倉　久子 相模原 小林　文男 川越

2 ひばり1-2 鈴木千代子 古河 星　　謙一 新潟 小島タケ子 相模原 磯前　圭司 東松山

3 ひばり2-1 菅谷　春男 古河 堀内みち子 新潟 清水　千春 相模原 内田　拳一 東松山

4 ひばり2-2 片瀬　洋子 古河 米山　藤夫 新潟 杉本　正江 相模原 内田　　實 東松山

5 ひばり3-1 鶴見　　力 古河 佐藤まつ子 牛久 瀧森マサ子 相模原 榎本　　操 東松山

6 ひばり3-2 菅谷百合枝 古河 星　　正利 新潟 佐々木幸子 相模原 瀬高勝治郎 牛久

7 ひばり4-1 渡辺由紀子 古河 菅原　喜昭 牛久 守屋　百子 相模原 大久保一男 東松山

8 ひばり4-2 知久　　徳 古河 高野　絢子 牛久 瀧澤　一美 相模原 岡本　洋右 東松山

9 ひばり5-1 藤田　時夫 古河 野崎三七子 相模原 小松喜一郎 牛久 野坂　和子 川越
10 ひばり5-2 高橋　和恵 古河 佐藤　行夫 牛久 高橋　イネ 新座 菊池　武夫 東松山

11 ひばり6-1 舘野八重子 古河 井上　勲男 牛久 鈴木　佳子 川越 小林　正治 東松山

12 ひばり6-2 関　あい子 古河 森田　耕作 牛久 手塚　文典 長井 鈴木　光江 川越
13 ひばり7-1 柳川　武男 古河 高橋　ゆき 長井 冨田三千雄 牛久 横越久美子 川越
14 ひばり7-2 藤白よしえ 古河 小西　正雄 牛久 高橋　二郎 長井 前川　栄子 川越
15 ひばり8-1 及川　三也 古河 菅原　保子 牛久 林　　 明子 川越 小林　太一 東松山

16 ひばり8-2 杉原　　保 古河 大澤　洋一 牛久 高橋　幸子 川越 吉田　尚代 新座
17 ひばり9-1 富樫　　涉 古河 佐藤　房男 東松山 辻　　節子 牛久 荻原　静子 古河
18 ひばり9-2 内田　宗一 川越 佐藤　九市 牛久 駒崎　孝子 新座 高谷　　勝 東松山

19 つばめ10-1 高橋　　慧 古河 深谷　瀧男 牛久 柴田きよ子 川越 神宮路多佳子 古河
20 つばめ10-2 松崎　浩吉 東松山 村崎フク子 牛久 木村　政子 新座 関根　光生 川越
21 つばめ11-1 成田　義雄 古河 山中しつ江 牛久 栗原　絹子 川越 保坂　金春 古河
22 つばめ11-2 田中　通義 川越 福田　忠嗣 牛久 茂木恵美子 新座 野口　義光 東松山

23 つばめ12-1 佐藤　 　進 古河 伊東　孝司 牛久 竹田　幸子 川越 酒井　愛子 古河
24 つばめ12-2 中村　哲也 川越 福田　照子 牛久 及川　善啓 宮城 金子　節子 新座
25 つばめ13-1 磯本　俊男 古河 高橋　勝雄 長井 高橋　俊治 新座 杉田　光子 古河
26 つばめ13-2 穂積　　茂 川越 佐藤　順子 牛久 菅原　節郎 宮城 坂本　けさ 新座
27 つばめ14-1 森川　　勇 古河 宮原　宏志 上山田 佐久間朋子 宮城 内田　綾子 川越
28 つばめ14-2 森本　勝利 川越 関根　伸一 福島 相崎　孝子 新座 深谷　幸子 牛久
29 つばめ15-1 武井　康一 古河 黒岩　由明 上山田 殿岡カズ子 川越 新井　優子 古河
30 つばめ15-2 清水　七郎 川越 高久　　坦 しが 戸ヶ崎和美 新座 平田　定夫 東松山

31 つばめ16-1 大林　光子 古河 樽見　誠治 上山田 関　　勇作 江東 亀山　正栄 川越
32 つばめ16-2 村田　敏彦 川越 石川　義典 江東 藤田　　都 新座 南　　幸夫 東松山

33 つばめ17-1 中根　幾子 古河 飯島　正巳 上山田 小松原　博 江東 長野ヨシ江 川越
34 つばめ17-2 山岸　　勝 東松山 石附　　勉 江東 芦野美津江 新座 内野　好和 川越
35 つばめ18-1 秋庭　仙三 古河 滝沢とし子 上山田 平野　　茂 江東 坂本　里美 川越
36 つばめ18-2 霜鳥　文夫 しが 内川　武雄 江東 内田　正子 東松山 石原ひろ子 新座
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37 あやめ1-1 石井久美子 古河 鈴木　明彦 江東 阿部　光男 しが 小林しくや 川越
38 あやめ1-2 渡辺　　保 古河 松浦みよ子 草津 北　　　修 江東 稲垣　洋子 新座
39 あやめ2-1 木戸みい子 古河 福地　文男 近江八幡 石神　輝彦 江東 鐘ヶ江繁富 川越
40 あやめ2-2 吉田　　弘 新座 田嶋　信男 江東 原　こず恵 新座 坂巻　誠治 川越
41 あやめ3-1 木戸　　巌 古河 武地　嘉男 近江八幡 山本きく江 草津 中村　哲夫 江東
42 あやめ3-2 石原　盛雄 新座 原　　孝吉 江東 小林　一江 東松山 岩黒　永興 川越
43 あやめ4-1 宇田川初乃 古河 中山　　茂 江東 中原　智昭 しが 長野　　薫 川越
44 あやめ4-2 柴田　勝利 新座 宮原　重則 江東 長崎千代江 しが 根岸　郁夫 川越
45 あやめ5-1 相沢　春雄 古河 井上　　徹 江東 小林トヨ子 東松山 小西　光雄 川越
46 あやめ5-2 中川　岩美 新座 吉川　雄二 江東 須永　時子 東松山 亀山　利彦 川越
47 あやめ6-1 奥田　昇治 古河 井上久美子 江東 塚原　　孝 しが 木村　敏夫 新座
48 あやめ6-2 島崎　敬蔵 新座 小玉　文子 江東 佐久間セツ子 福島 芝田　光生 東松山

49 あやめ7-1 宮　　新一 古河 佐藤　俊子 江東 佐久間康信 福島 上杉　　昇 川越
50 あやめ7-2 久保　靖雄 新座 鈴木　朋子 江東 芳賀キヨミ 福島 須永　利夫 東松山

51 あやめ8-1 阿知和京子 古河 関　　文子 江東 松本　　清 川越 須永　三男 東松山

52 あやめ8-2 本田　親明 新座 山田　敦子 江東 芳賀　賢治 福島 高橋喜久枝 東松山

53 あやめ9-1 初見よしの 古河 錦織シヅエ 江東 水野　誠吉 福島 西村　俊夫 川越
54 あやめ9-2 関根　裕三 新座 平野　清子 江東 小針恵美子 福島 関根　保夫 東松山

55 ふよう10-1 長濱　捷次 古河 古畑　孝子 江東 小針　光治 福島 田中由紀子 東松山

56 ふよう10-2 梅沢　　清 新座 大川　　修 川越 増子　博秋 福島 千代田公子 東松山

57 ふよう11-1 舘野　友二 古河 栗原　　勉 川越 中嶋　茂子 しが 増子　敏夫 福島
58 ふよう11-2 内山東洋男 東松山 長谷川春江 江東 清水　金蔵 竹ノ塚 宮島　孝芳 川越
59 ふよう12-1 渡辺サヨ子 古河 倉田　明雄 相模原 藤田　秀義 新座 矢島　一夫 東松山

60 ふよう12-2 押見　哲夫 東松山 上野　守正 中野 清水　洋子 竹ノ塚 貫井　勝雄 新座
61 ふよう13-1 吉葉きよの 古河 上野ゆみ子 中野 吉川　圭作 東松山 高野　光男 川越
62 ふよう13-2 梶田　　茂 東松山 遠藤　勝巳 相模原 小野　清美 中野 倉持　　修 新座
63 ふよう14-1 須田美百子 古河 諸角　　勝 相模原 割田　就実 中野 利根川登美子 東松山

64 ふよう14-2 岸澤　忠二 東松山 前田　武男 相模原 若月　末子 江東 遠藤　義男 新座
65 ふよう15-1 猿橋美津子 古河 長田　　勉 相模原 小林　義郎 町田 橋本　房子 東松山

66 ふよう15-2 千代田功伍 東松山 松岡　正雄 相模原 宮嶌　威子 江東 大竹　幸吉 福島
67 ふよう16-1 星野　早苗 古河 滝沢　司宣 相模原 大石　和夫 町田 松崎　久代 東松山

68 ふよう16-2 野口　　武 東松山 山岸　忠雄 東松山 塚本　桂子 相模原 常深　　襄 町田
69 ふよう17-1 岡村　正行 古河 杉本　荘一 相模原 森屋きく枝 東松山 横山　健一 町田
70 ふよう18-1 関　　静子 古河 川端　　満 相模原 山口　詔二 東松山 門馬章一郎 川越
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