
金曜   午前 部 金曜   午後 部

氏名 地区 団体名 氏名 地区 団体名
 赤平 美佳子 南地区    桜田  浅井 貴子 南地区       

 浅間 千秋 西地区      飯島 美路 南地区    桜田

 井沢 恵美子 南地区 高井戸       石村 美重子 北地区 東大和      

 石田 智子 北地区      磯崎 芳子 北地区 東大和      

 井戸川 裕子 東地区        伊藤 仁美 西地区     

 稲又 小織 東地区      今田 久仁子 西地区 狛江    

 今泉 晶子 西地区 府中    岩谷 優子 北地区 東大和      

 今村 香苗 西地区         緒方 寿子 南地区    

 大熊 佳子 南地区 高井戸       金子 喜美子 南地区 久我山     

  大貫 洋子 西地区         北島 晴美 南地区 久我山     

  小川 和子 西地区 狛江           金馬    南地区    桜田

  折橋 享代 西地区       光真坊 実和子 南地区 美遊倶楽部

  柏村 敦子 東地区 中野     小林 淑子 西地区 登戸     

  加藤 理沙 西地区 府中     小松 聡子 東地区       

  苅込 佐知子 北地区        雑崎 康子 西地区     

  菊池 享子 東地区         坂詰 美加子 西地区 多摩桜 丘  

  熊谷    西地区 狛江      提坂 裕子 南地区       

  小林 奈宝美 東地区            笹川 順子 北地区 東大和      

  小林 美樹 西地区 狛江     澤田   北地区 東大和      

  小山 由佳里 北地区 国分寺       清水 八重子 西地区 狛江    

  齋藤 幸枝 東地区         須山 真由美 北地区 東大和      

  齊藤 尚子 南地区     関 早苗 西地区 狛江    

  斎藤    北地区      武田 京子 北地区     

  澤田 好子 北地区        田中 広子 南地区 久我山     

  鈴木 府子 北地区       出口 知子 西地区     

  田中 佐知子 西地区      天幸 弘美 南地区       

  玉川 弥生 東地区         中村 直美 北地区 東大和      

  中野 啓子 南地区 高井戸        中村 陽子 南地区    桜田

  中村  南地区 高井戸        西山 優子 南地区 美遊倶楽部

  鳴島 仁子 北地区         沼田 千草 東地区       

  西岡 由紀子 東地区         沼田 美保子 南地区 久我山     

  根本 純子 南地区 高井戸        花村 恵 西地区     

  野田 恵子 東地区 中野     原 良子 南地区 久我山     

  登 明美 北地区            水野 房枝 西地区 多摩桜 丘  

  波崎    北地区        山岡 敦子 西地区 神崎  

  羽藤 薫 北地区                山﨑 由紀子 東地区       

  檜垣 玲子 南地区 高井戸        山下 京子 西地区 狛江    

  樋口 千秋 北地区        吉田 成美 北地区 東大和      

  樋山 幸子 南地区 高井戸        脇屋 直子 南地区 久我山     

  平岩 恭子 東地区         渡邉 康子 南地区 久我山     

  部坂 里枝子 東地区         
  増田 好恵 西地区       
  松本 智子 東地区         
  宮森 幸恵 西地区      
  村田 由美子 東地区         
  毛利 由夏 東地区         
  森 章子 東地区 中野     
  山田 東地区            
  和賀 明美 東地区         
  渡辺 淳子 西地区 狛江           


