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No 氏　名 支　部 No 氏　名 支　部 No 氏　名 支　部 No 氏　名 No 氏　名

1 政金　正文 横浜支部 1 大野　美好 横浜支部 62 宇田川　清 湘南しおさい支部 1 石田　豪利 1 大竹　國正

2 廣川　進 横浜支部 2 小山　喜代美 横浜支部 63 若月　哲夫 湘南しおさい支部 2 伊藤　昌儀

3 福本　洋子 マリーンダーツ横浜支部 3 大野　徹 横浜支部 64 石井　賢治 大和林間支部 3 遠藤　延年

4 林　敏安 藤沢こぶし支部 4 稲垣　節子 湘南藤沢支部 65 森谷　和夫 大和林間支部 4 正木　健二郎

5 今野　ヤス子 湘南茅ヶ崎支部 5 野村　俊明 マリーンダーツ横浜支部 66 大友　博 鶴の舞つきみ野支部 5 太田　永茂

6 南野　恭三 湘南茅ヶ崎支部 6 森　孝子 マリーンダーツ横浜支部 67 中路　正明 横浜ハイマート磯子支部 6 関野　元久

7 市川　英夫 湘南茅ヶ崎支部 7 清野　彬 マリーンダーツ横浜支部 68 小谷　廣 横浜ハイマート磯子支部 7 三木　研

8 茂木　勸之亮 湘南鎌倉支部 8 堀峰　明 横須賀支部 69 村田　達彦 横浜ハイマート磯子支部 8 山邉　千恵子

9 対馬　喜美雄 相模原橋本支部 9 石井　美子 横須賀支部 70 工藤　眞 湘南やすらぎ支部 9 菊池　朝男

10 大野　勝史 小田原支部 10 田村　博雄 横須賀支部 71 青木　茂 横浜ブローダーツ瀬谷支部 10 川崎　美恵子

11 宮戸　政義 秦野さざんか支部 11 杉山　章 平塚松原支部 72 富澤　好二 横浜ブローダーツ瀬谷支部 11 富川　貴子

12 石沢　孝 伊勢原支部 12 米長　勝洋 藤沢こぶし支部 73 安澤　稔 横浜ブローダーツ瀬谷支部 12 木村　幸夫

13 服部　孝雄 遠藤アローズ藤沢支部 13 杉本　武彦 善行かわせみ支部 74 中里　憲次 レッツ玉川支部

14 小林　至 遠藤アローズ藤沢支部 14 磯崎　泰美 小田原支部 75 大屋　澄夫 レッツ玉川支部

15 坂本　俊英 大磯支部 15 澤　善美 小田原支部 76 米田　守 レッツ玉川支部

16 野村　久 ベイアローズ横浜支部 16 櫁川　進一 小田原支部 77 佐藤　文男 茅ヶ崎かがわ支部

17 上條　征市 ベイアローズ横浜支部 17 原田　五郎 秦野さざんか支部 78 廣比　康秀 茅ヶ崎かがわ支部

18 川村　聖 湘南なぎさ支部 18 鈴木　敬二 伊勢原支部 79 佐藤　節子 茅ヶ崎かがわ支部

19 河合　登 横浜港南支部 19 遠富　英樹 伊勢原支部 80 青木　茂 茅ヶ崎鶴嶺支部

20 石坂　甫 ブルーウェーブ湘南支部 20 山内　美佐緒 伊勢原支部 81 山田　利賀壽 茅ヶ崎鶴嶺支部

21 幡野　国弘 ブロウアー大口支部 21 大関　修平 遠藤アローズ藤沢支部 82 堀本　邦廣 スフレ港南支部

22 砂本　宏一 ブロウアー大口支部 22 沓掛　泰彦 遠藤アローズ藤沢支部 83 蔦川　信義 栄・本郷台支部

23 飯田　恵里 湘南六会支部 23 貝瀬　宗春 遠藤アローズ藤沢支部 84 真田　和恵 栄・本郷台支部

24 中里　誠俉 相模原緑支部 24 橋本　惠光 大磯支部 85 赤坂　友弥 いのやま栄支部

25 松尾　紀久子 さわやか川崎支部 25 荒井　克男 藤沢長後支部 86 池田　忠和 SFE辻堂支部

26 井上　隆 さわやか川崎支部 26 阿久津　碧 ベイアローズ横浜支部 87 宮田　やよい A21横浜支部

27 井上　浩子 さわやか川崎支部 27 木﨑　英和 ベイアローズ横浜支部 88 鈴木　啓子 A21横浜支部

28 佐野　精一 横浜武相支部 28 原田　茂 ベイアローズ横浜支部 89 新井　進 A21横浜支部

29 山下　信矢 栄・すいふうの矢支部 29 小田　聞多 秦野・あじさい支部 90 中村　久男 A21横浜支部

30 鶴田　正彦 戸塚舞の矢支部 30 中山　一己 秦野・あじさい支部 91 鈴木　邦重 A21横浜支部

31 中川　長久 川崎やまゆり支部 31 笹崎　剛 足柄中井支部 92 三根　秀子 湘南B&G支部

32 井上　康弘 川崎中野島ビルネ支部 32 斎　孝 横浜磯子支部 93 村田　昌嗣 湘南B&G支部

33 伊藤　寛子 川崎中野島ビルネ支部 33 玉木　彰一 横浜磯子支部 94 丸山　泰 湘南B&G支部

34 菅野　マツ子 川崎中野島ビルネ支部 34 井口　友好 鶴見支部 95 田本　金治 ベイアローズ横浜下和泉支部

35 島　俊裕 川崎中野島ビルネ支部 35 髙梨　光正 鶴見支部 96 岩室　泰之 ベイアローズ横浜下和泉支部

36 萬代　紘司 ファイト村岡支部 36 倉田　雄治 寒川金木犀支部 97 佐藤　孝幸 いずみアローズ横浜支部

37 山田　セツ子 アルファ横浜支部 37 小林　フク 寒川金木犀支部 98 則枝　民男 いずみアローズ横浜支部

38 小島　靖行 横浜ハイマート磯子支部 38 飯野　忠明 横浜港南支部 99 小花　信雄 いずみアローズ横浜支部

39 須田　茂 横浜ハイマート磯子支部 39 土村　一彦 茅ヶ崎エボシ支部 100 杉浦　俊次 いずみアローズ横浜支部

40 金光　昭美 横浜ブローダーツ瀬谷支部 40 角田　秀 ブロウアー大口支部 101 田中　隆吉 いずみアローズ横浜支部

41 樋田　彰 横浜ブローダーツ瀬谷支部 41 岩本　博 GMin横浜支部 102 伊藤　芳則 いずみアローズ横浜支部

42 小松　隆一 いのやま栄支部 42 植木　守 湘南六会支部 103 悪原　文夫 いずみアローズ横浜支部

43 岩本　一喜 A21横浜支部 43 杉山　誠 湘南六会支部 104 藤崎　博彦 いずみアローズ横浜支部

44 清田　惠生 いずみアローズ横浜支部 44 田中　宣利 湘南六会支部 105 谷口　貢 柏桜アローズ横浜支部

45 持丸　和徳 あやせ春日台支部 45 阿部　巧 相模原緑支部 106 筒井　俊次 あやせ春日台支部

46 古田　昭男 さがみ田名支部 46 坂本　晴夫 相模原緑支部 107 髙山　忠男 北條小田原支部

47 岩本　惠美子 藤沢湘南台支部 47 瀬戸　忠 川東小田原支部 108 杉本　智男 小田原城南支部

48 谷口　四郎 藤沢湘南台支部 48 佐藤　幹江 さわやか川崎支部 109 小林　幹雄 厚木依知支部

49 割栢　通 ﾏﾘﾝｱﾛｰｽﾞ本牧横浜支部 49 小田　奈保美 さわやか川崎支部 110 新井　陽太郎 横浜たきがしら支部

50 嘉山　照人 ﾏﾘﾝｱﾛｰｽﾞ本牧横浜支部 50 前田　隆一 横浜武相支部 111 新井　真実 横浜たきがしら支部

51 奥村　洋志 SUI湯河原支部 51 井上　みどり 横浜せせらぎ支部 112 小島　重雄 都筑中川支部

52 成田　隆信 金沢三昧支部 52 池田　和男 みらいかみながや支部 113 木下　妙子 湘南フレンド平塚支部

53 大橋　道子 横須賀レンジャー支部 53 小石川　和久 栄・すいふうの矢支部 114 木下　花奈 湘南フレンド平塚支部

54 種田　隆 湘南小糸支部 54 前嶋　昭夫 戸塚舞の矢支部 115 福田　拓洋 菊名アローズ支部

55 川口　哲史 戸塚舞の矢支部 116 道林　孝司 菊名アローズ支部

56 野澤　秀夫 戸塚舞の矢支部 117 三石　敏弘 鶴見サルビア支部

57 小酒井　栄子 川崎中野島ビルネ支部 118 百井　高志 ピュレ並木支部

58 大江　文彦 川崎中野島ビルネ支部 119 佐藤　俊彦 横須賀レインボー支部

59 梶山　建一 秦野たんぽぽ支部 120 加治屋　孝一 横須賀レンジャー支部

60 宇佐美　寛 ファイト村岡支部 121 清水　利眞 横須賀マリーン支部

61 田土　洋 横浜南南支部


