
          

       会 参加者         待    

富士見台会場   月  日  参加者      
 奈良 佳巳     阿部 知恵子      富士見台会場       待        

 川添 祐子          塚本 多佳子                   対応    

 加藤 裕美 富士見台  稲垣 亜生 富士見台  

 村田 由香里     大塚 亜弥子 富士見台  

 近藤 規子     高木 吏津子     

 大野 則子       寺田 礼子 中野   

 玉川 弥生 中野   江口 理恵 中野   

 山口 桂子     熊澤 慶子     

 佐野 晶子 富士見台  寺山 由美子 富士見台  

  池永 容子          貝瀬 愛子          

  山﨑由紀子 中野   小松 聡子       

  大橋 麻子     和光 高倉 寿子     和光

  春日 弥生      田部井 有美子       

  坂口 桂子        原田 英子     

  中島 真理 善福寺公園  安原 温美 善福寺公園  

  出店   恵     勝山 智子     

  岩渕 佳子      鈴木 直子      

  疋田 美穂 竹 子 新田 加代子 富士見台  

  芹澤 真紀子 富士見台  伊沢 真希 富士見台  

  奥 礼子      西関 伴枝      

  進藤 妙子     三森 晶子 中野   

  清水 尚子        山崎 佳子        

  森 章子 中野   井戸川 裕子       

  名取 絵里子      拜原 佳子      

  後藤 幸子 富士見台  日比野 敦子 富士見台  

  渡辺 啓子 高松     大村 裕子 高松     

  上野 美恵子 高松     橋本 静美 高松     

  佐田 真木子 大正     目白 島津 美加 大正     目白

  吉田    高松     長嶺 陽子 富士見台  

  中村 美紀        神田 木綿子 竹 子

  遊佐 真紀 富士見台  佐藤 聖子       

  渡邊 文 竹 子 石田 和 竹 子



          

桜台会場   月  日  参加者        待    

 福田 由美子       青井 由美子     佐野 美喜子      小島 正美      

 安岡 美和    堀野 美奈子 桜台  中澤 玲子      飯塚 悦子      

 中野 和子 高松     朝倉 富美子 高松      佐 木 律子 竹 子 松本 道子 竹 子

 三好 由紀子      池田 恵理       菊池    桜台      廣田 玉惠     

 飯泉 琴代     綿引 栄子       稲又 小織     川口 洋子     

 小林 裕子 高島平    老川 恭子 高島平     田口    中野   永光 恭子 中野   

 本田 奈保子      阿部 寿見子       田中 貴美子       園原 美佳       

 根本 菜穂子     後藤 貴美子      藤野 和美     青柳 朋美     

 林 美香      深澤 元美 高松      瀧村 洋子     花上 幸子     

  中川 雅子     山谷 輝美          廣川 尚子     神藤     茶会

  高松 奈津子 高松     佐藤 茂世       荒幡 真由美 和光  川島 芳江 和光  

  小林 昌子          石鍋 悦子            鈴木 麻里       舟橋 美幸       

  並木 照美      窪田 貴子      五百川 昌代 高島平    加藤 千尋 高島平    

  斉藤 順子 富士見台  田中 玲子 富士見台    高橋 仁美      深見 瑞子      

  石川 由紀美      市川 裕美子        梯    富士見台  富樫 淳子 富士見台  

  草野 知子      大澤 明美         大橋 扶佐子     橋本 千万里 大正     目白

  徳田 明美     下條 典子       高津 恵子 桜台  中山 千恵子 桜台  

  田村 利恵子 富士見台  篠崎 葉子 富士見台    佐藤 直子        徳永 祐子        

  山田 真理      松下 智佳子       石垣 由美子     篠崎 真澄     

  長谷川 直美      宮崎 幸子        齋藤 幸枝       部坂 里枝子       

  小野 眞澄      和光 福原 幸江 高島平      加藤木 史江 高松     志方 美津子 関町     

  関根 尚子     小川 美代子     

  國塩 順子 中野   後藤 由紀子     

  増田 洋子           佐 木 純子 高松     

  清水 信江       村上   子       

  竹井 淳子 関町     佐 木 美香       

  岡本 由季子     清原 恭子 関町     

  新藤 佳子     片岡 千鶴           


