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296 DL1 1L* 青木　修一 安倍　富代 ｱｵｷ　ｼｭｳｲﾁ ｱﾍﾞ　ﾄﾐﾖ 千葉県
227 DS1 DS2* 赤井　晃二 赤井　由美 ｱｶｲ　ｺｳｼﾞ ｱｶｲ　ﾕﾐ 千葉県
58 CS1 秋葉　建夫 島田　ミツ子 ｱｷﾊﾞ　ﾀﾃｵ ｼﾏﾀﾞ　ﾐﾂｺ 千葉県
93 DS1 秋山　満 秋山　弘子 ｱｷﾔﾏ　ﾐﾂﾙ ｱｷﾔﾏ　ﾋﾛｺ 神奈川県
118 CS1 CS2* 圷　健一 圷　敦子 ｱｸﾂ　ｹﾝｲﾁ ｱｸﾂ　ｱﾂｺ 愛知県
8 DL1 DS1 浅沼　靖夫 鈴木　栄子 ｱｻﾇﾏ　ﾔｽｵ ｽｽﾞｷ　ｴｲｺ 千葉県

317 DL1 CS1 浅野　賢治 大木　鞠子 ｱｻﾉ　ｹﾝｼﾞ ｵｵｷ　ﾏﾘｺ 千葉県
249 1L DS1 安島　強 里見　とみ子 ｱｼﾞﾏ　ﾂﾖｼ ｻﾄﾐ　ﾄﾐｺ 東京都
64 CL1 CS1 麻生　征男 麻生　秀子 ｱｿｳ　ｲｸｵ ｱｿｳ　ﾋﾃﾞｺ 茨城県
239 CL1 DS1 穴沢　弘 綱島　和子 ｱﾅｻﾞﾜ　ﾋﾛｼ ﾂﾅｼﾏ　ｶｽﾞｺ 千葉県
266 DL1 DS1 安部　道男 大上　信子 ｱﾍﾞ　ﾐﾁｵ ｵｵｳｴ　ﾉﾌﾞｺ 茨城県
291 CL1 3S 荒井　和男 水谷　美智子 ｱﾗｲ　ｶｽﾞｵ ﾐｽﾞﾀﾆ　ﾐﾁｺ 茨城県
124 CS1 荒井　進一 荒井　恵美子 ｱﾗｲ　ｼﾝｲﾁ ｱﾗｲ　ｴﾐｺ 千葉県
232 2S 有賀　敏勝 安本　富子 ｱﾘｶﾞ　ﾄｼｶﾂ ﾔｽﾓﾄ　ﾄﾐｺ 東京都
247 CL1 CS1 在原　満男 岡田　和枝 ｱﾘﾊﾗ　ﾐﾂｵ ｵｶﾀﾞ　ｶｽﾞｴ 千葉県
130 6L 4S 安藤　直茂 安藤　妙子 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾅｵｼｹﾞ ｱﾝﾄﾞｳ　ﾀｴｺ 千葉県
106 4L DS1 飯嶋　邦男 坂本　裕子 ｲｲｼﾞﾏ　ｸﾆｵ ｻｶﾓﾄ　ﾋﾛｺ 千葉県
228 DS1 飯島　繁 梶本　すみ子 ｲｲｼﾞﾏ　ｼｹﾞﾙ ｶｼﾞﾓﾄ　ｽﾐｺ 茨城県
271 CL1 飯島　康雄 平山　知江 ｲｲｼﾞﾏ　ﾔｽｵ ﾋﾗﾔﾏ　ﾄﾓｴ 茨城県
82 3S 飯田　義雄 松丸　節子 ｲｲﾀﾞ　ﾖｼｵ ﾏﾂﾏﾙ　ｾﾂｺ 茨城県
139 CL1 CS1 猪狩　実 猪狩　さつ江 ｲｶﾞﾘ　ﾐﾉﾙ ｲｶﾞﾘ　ｻﾂｴ 茨城県
257 DS1 GS 池谷　成二 松田　澄子 ｲｹﾔ　ｼｹﾞｼﾞ ﾏﾂﾀﾞ　ｽﾐｺ 茨城県
74 DS1 1S* 伊澤　裕 伊澤　睦子 ｲｻﾞﾜ　ﾕﾀｶ ｲｻﾞﾜ　ﾑﾂｺ 千葉県
275 DS1 DS2* 石井　敏雄 石井　淑子 ｲｼｲ　ﾄｼｵ ｲｼｲ　ﾖｼｺ 千葉県
284 DL1 DS1 石井　敏夫 浜田　亨 ｲｼｲ　ﾄｼｵ ﾊﾏﾀﾞ　ｷｮｳ 茨城県
31 DS2 石田　利美 猪狩　美智子 ｲｼﾀﾞ　ﾄｼﾐ ｲｶﾞﾘ　ﾐﾁｺ 神奈川県
263 CS1 石田　幸正 石田　恵美子 ｲｼﾀﾞ　ﾕｷﾏｻ ｲｼﾀﾞ　ｴﾐｺ 千葉県
145 DL1 DL2* CS1 CS2* 石原　茂樹 松岡　美穂子 ｲｼﾊﾗ　ｼｹﾞｷ ﾏﾂｵｶ　ﾐﾎｺ 神奈川県
200 CL1 CL2* DS1 DS2* 石本　孝雄 阿部　弘子 ｲｼﾓﾄ　ﾀｶｵ ｱﾍﾞ　ﾋﾛｺ 神奈川県
160 2S 和泉　康一 阿部　博美 ｲｽﾞﾐ　ｺｳｲﾁ ｱﾍﾞ　ﾋﾛﾐ 千葉県
23 3S 磯山　満夫 磯山　壽子 ｲｿﾔﾏ　ﾐﾂｵ ｲｿﾔﾏ　ﾋｻｺ 埼玉県
44 DL1 CS1 伊藤　勝美 伊藤　シズエ ｲﾄｳ　ｶﾂﾐ ｲﾄｳ　ｼｽﾞｴ 千葉県
202 DL1 DL2* CS1 伊藤　直樹 伊藤　千津子 ｲﾄｳ　ﾅｵｷ ｲﾄｳ　ﾁﾂﾞｺ 神奈川県
57 CS1 CS2* 伊藤　康方 牟田　弘子 ｲﾄｳ　ﾔｽﾉﾘ ﾑﾀ　ﾋﾛｺ 千葉県
259 2L 1S 伊藤　義昭 伊藤　愛子 ｲﾄｳ　ﾖｼｱｷ ｲﾄｳ　ｱｲｺ 茨城県
320 4L 6L* GS 稲垣　知由 宮間　すみ子 ｲﾅｶﾞｷ　ﾄﾓﾖｼ ﾐﾔﾏ　ｽﾐｺ 千葉県
198 CS1 CS2* 稲田　満臣 安藤　節子 ｲﾅﾀﾞ　ﾐﾂｵﾐ ｱﾝﾄﾞｳ　ｾﾂｺ 東京都
142 CL1 井上　智 岡山　摂子 ｲﾉｳｴ　ｻﾄﾙ ｵｶﾔﾏ　ｾﾂｺ 千葉県
190 CS1 井上　敏明 井上　菜穂子 ｲﾉｳｴ　ﾄｼｱｷ ｲﾉｳｴ　ﾅﾎｺ 東京都
184 DL2 CS1 井上　信夫 井上　美智子 ｲﾉｳｴ　ﾉﾌﾞｵ ｲﾉｳｴ　ﾐﾁｺ 茨城県
95 CS1 CS2* 嶋内　繁行 嶋内　友季子 ｲﾏｳﾁ　ｼｹﾞﾕｷ ｼﾏｳﾁ　ﾕｷｺ 東京都
292 DS1 岩崎　勝寿 久保田　てる子 ｲﾜｻｷ　ｶﾂﾋｻ ｸﾎﾞﾀ　ﾃﾙｺ 茨城県
137 DS1 岩崎　英男 田中　令子 ｲﾜｻｷ　ﾋﾃﾞｵ ﾀﾅｶ　ﾚｲｺ 千葉県
85 CS1 岩村　政和 岩村　照子 ｲﾜﾑﾗ　ﾏｻｶｽﾞ ｲﾜﾑﾗ　ﾃﾙｺ 千葉県
219 1S 植崎　茂 岡村　三栄子 ｳｴｻｷ　ｼｹﾞﾙ ｵｶﾑﾗ　ﾐｴｺ 埼玉県
4 4S 宇嶌　郁夫 宇嶌　純子 ｳｼﾏ　ｲｸｵ ｳｼﾏ　ｽﾐｺ 千葉県

294 DL1 DL2* 内田　武志 久保　加代子 ｳﾁﾀﾞ　ﾀｹｼ ｸﾎﾞ　ｶﾖｺ 千葉県
12 DS1 内山　茂樹 内山　正子 ｳﾁﾔﾏ　ｼｹﾞｷ ｳﾁﾔﾏ　ﾏｻｺ 千葉県
299 CS1 CS2* 宇野　晃司 中西　純子 ｳﾉ　ｺｳｼﾞ ﾅｶﾆｼ　ｼﾞｭﾝｺ 東京都
253 DL2 CS1 烏山　博 服部　佳代子 ｳﾔﾏ　ﾋﾛｼ ﾊｯﾄﾘ　ｶﾖｺ 千葉県
274 4L 4S 江波戸　弘 杉田　光江 ｴﾊﾞﾄ　ﾋﾛﾑ ｽｷﾞﾀ　ﾐﾂｴ 千葉県
305 2S 海老原　誠一 白岩　みえ子 ｴﾋﾞﾊﾗ　ｾｲｲﾁ ｼﾗｲﾜ　ﾐｴｺ 千葉県
19 DS1 大網　一明 大網　八重子 ｵｵｱﾐ　ｶｽﾞｱｷ ｵｵｱﾐ　ﾔｴｺ 千葉県
260 2L DS1 大内　和夫 大内　久栄 ｵｵｳﾁ　ｶｽﾞｵ ｵｵｳﾁ　ﾋｻｴ 茨城県
315 CL1 DS1 大木　淳一 片岡　愛 ｵｵｷ　ｼﾞｭﾝｲﾁ ｶﾀｵｶ　ｱｲ 茨城県
159 2S 大越　敏男 佐藤　明美 ｵｵｺｼ　ﾄｼｵ ｻﾄｳ　ｱｹﾐ 千葉県
268 DS1 大島　幸夫 大島　光子 ｵｵｼﾏ　ﾕｷｵ ｵｵｼﾏ　ﾐﾂｺ 埼玉県
279 DS1 大塚　俊明 大塚　ちか子 ｵｵﾂｶ　ﾄｼｱｷ ｵｵﾂｶ　ﾁｶｺ 千葉県
11 CS1 大塚　正雄 青山　玲子 ｵｵﾂｶ　ﾏｻｵ ｱｵﾔﾏ　ﾚｲｺ 埼玉県
129 CS1 大槻　博明 長岡　千絵子 ｵｵﾂｷ　ﾋﾛｱｷ ﾅｶﾞｵｶ　ﾁｴｺ 千葉県
112 4S 大橋　一雄 大橋　ヨシ子 ｵｵﾊｼ　ｶｽﾞｵ ｵｵﾊｼ　ﾖｼｺ 千葉県
38 3L 3S 大橋　政雄 青木　高恵 ｵｵﾊｼ　ﾏｻｵ ｱｵｷ　ﾀｶｴ 茨城県
209 DL1 CS1 大利　益三 大利　まさこ ｵｵﾘ　ﾏｽﾐ ｵｵﾘ　ﾏｻｺ 千葉県
289 CL1 CS1 緒方　一臣 三橋　和子 ｵｶﾞﾀ　ｶｽﾞﾄﾐ ﾐﾂﾊｼ　ｶｽﾞｺ 千葉県
196 CL1 CS2 岡田　浩平 岡田　雪子 ｵｶﾀﾞ　ｺｳﾍｲ ｵｶﾀﾞ　ﾕｷｺ 埼玉県
10 DS1 岡野　次男 岡野　マサ子 ｵｶﾉ　ﾂｷﾞｵ ｵｶﾉ　ﾏｻｺ 千葉県
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267 DL1 DL2* CS1 CS2* 岡部　養正 富島　一美 ｵｶﾍﾞ　ﾖｳｾｲ ﾄﾐｼﾏ　ｶｽﾞﾐ 茨城県
146 DL2 DS2 小川　博 平井　朝子 ｵｶﾞﾜ　ﾋﾛｼ　 ﾋﾗｲ　ｱｻｺ 千葉県
55 DS1 荻野　俊雄 荻野　和代 ｵｷﾞﾉ　ﾄｼｵ ｵｷﾞﾉ　ｶｽﾞﾖ 千葉県
6 CS1 CS2* 奥田　敏行 西久保　擴子 ｵｸﾀﾞ　ﾄｼﾕｷ ﾆｼｸﾎﾞ　ﾋﾛｺ 千葉県

205 1S 3S* 奥野　泰二 中村　フミ子 ｵｸﾉ　ﾋﾛﾂｸﾞ ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾛｺ 千葉県
237 CS1 CS2* 小後貫　一夫 三浦　浩子 ｵｺﾞﾇｷ　ｶｽﾞｵ ﾐｳﾗ　ﾋﾛｺ 千葉県
201 CS1 CS2* GS 押田　恒由 田口　美知子 ｵｼﾀﾞ　ﾂﾈﾖｼ ﾀｸﾞﾁ　ﾐﾁｺ 東京都
37 CL1 1S 小堤　完一 小堤　光代 ｵﾂﾂﾐ　ｶﾝｲﾁ ｵﾂﾂﾐ　ﾐﾂﾖ 茨城県
309 DS1 DS2* 小原　義明 小原　かおる ｵﾊﾗ　ﾖｼｱｷ ｵﾊﾗ　ｶｵﾙ 千葉県
226 CL1 CL2* CS1 CS2* 小美野　恭輝 成瀬　リサ ｵﾐﾉ　ﾔｽﾃﾙ ﾅﾙｾ　ﾘｻ 東京都
177 CS1 恩田　勇 関口　郁代 ｵﾝﾀﾞ　ｲｻﾑ ｾｷｸﾞﾁ　ｲｸﾖ 千葉県
98 4L 4S 柿栖　好秋 岩佐　悦子 ｶｷｽ　ﾖｼｱｷ ｲﾜｻ　ｴﾂｺ 千葉県
229 CL1 CL2* CS1 CS2* 加島正勝 大岩　美保子 ｶｼﾏ　ﾏｻｶﾂ ｵｵｲﾜ　ﾐﾎｺ 千葉県
39 CL2 DS1 DS2* 片岡　利夫 片岡　満洲子 ｶﾀｵｶ　ﾄｼｵ ｶﾀｵｶ　ﾏｽｺ 千葉県
53 CS1 片桐　隆司 伊藤　勝江 ｶﾀｷﾞﾘ　ﾀｶｼ ｲﾄｳ　ｶﾂｴ 茨城県
282 2S 片山　静 田中　カルメン ｶﾀﾔﾏ　ｼｽﾞｶ ﾀﾅｶ　ｶﾙﾒﾝ 茨城県
18 1S 片山　司 美濃　悦子 ｶﾀﾔﾏ　ﾂｶｻ ﾐﾉ　ｴﾂｺ 千葉県
161 CL1 CS1 勝野　英明 飯塚　美恵子 ｶﾂﾉ　ﾋﾃﾞｱｷ ｲｲﾂﾞｶ　ﾐｴｺ 千葉県
60 CL1 加藤　邦雄 加藤　友子 ｶﾄｳ　ｸﾆｵ ｶﾄｳ　ﾄﾓｺ 千葉県
22 4S 加藤　正夫 杉田　雅 ｶﾄｳ　ﾏｻｵ ｽｷﾞﾀ　ﾐﾔﾋﾞ 茨城県
1 CS1 香取　邦明 田谷　敏子 ｶﾄﾘ　ｸﾆｱｷ ﾀﾔ　ﾄｼｺ 茨城県
78 CS1 CS2* 金沢　勉 澤口　郁子 ｶﾅｻﾞﾜ　ﾂﾄﾑ ｻﾜｸﾞﾁ　ｲｸｺ 千葉県
206 CS2 DS1* DS2* 狩野　信次 中松　澄子 ｶﾉ　ｼﾝｼﾞ ﾅｶﾏﾂ　ｽﾐｺ 千葉県
327 DL1 上別府　兼市 本谷　正代 ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ　ｹﾝｲﾁ ﾎﾝﾔ　ﾏｻﾖ 茨城県
173 CS1 CS2* 神山　泰昌 神山　喜和子 ｶﾐﾔﾏ　ﾔｽﾏｻ ｶﾐﾔﾏ　ｷﾜｺ 東京都
121 3S 狩谷　実 狩谷　真理子 ｶﾘﾔ　ﾐﾉﾙ ｶﾘﾔ　ﾏﾘｺ 千葉県
191 CS1 川井　理文 二上　洋子 ｶﾜｲ　ﾐﾁﾌﾐ ﾌﾀｶﾞﾐ　ﾖｳｺ 神奈川県
45 CS1 CS2* 河内　文男 河内　輝美 ｶﾜｳﾁ　ﾌﾐｵ ｶﾜｳﾁ　ﾃﾙﾐ 埼玉県
67 1S 川上　清恵 岩崎　イネ ｶﾜｶﾐ　ｷﾖｴ ｲﾜｻｷ　ｲﾈ 千葉県
116 DL1 DS1 川口　照道 小松　勤子 ｶﾜｸﾞﾁ　ﾃﾙﾐﾁ ｺﾏﾂ　ｲｿｺ 千葉県
103 1S 川辺　光雄 橘　貴美子 ｶﾜﾍﾞ　ﾐﾂｵ ﾀﾁﾊﾞﾅ　ｷﾐｺ 千葉県
285 CL1 CS1 巖築　恒美 山本　秀子 ｶﾞﾝﾁｸ　ﾂﾈﾐ ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾃﾞｺ 千葉県
97 CS1 菊池　和夫 菊池　まさ子 ｷｸﾁ　ｶｽﾞｵ ｷｸﾁ　ﾏｻｺ 千葉県
156 CS1 菊地　翔太 菊地　美代子 ｷｸﾁ　ｼｮｳﾀ ｷｸﾁ　ﾐﾖｺ 茨城県
251 CL1 CS1 菊地　強 菊地　節子 ｷｸﾁ　ﾂﾖｼ ｷｸﾁ　ｾﾂｺ 茨城県
111 DS1 岸　吉徳 小野　吉三恵 ｷｼ　ﾖｼﾉﾘ ｵﾉ　ｷﾐｴ 千葉県
40 DS1 DS2* 岸谷　圭亮 岸谷　恵子 ｷｼﾀﾆ　ｹｲｽｹ ｷｼﾀﾆ　ｹｲｺ 東京都
144 DL1 CS1 北川　靖城 北川　陽子 ｷﾀｶﾞﾜ　ﾔｽｷ ｷﾀｶﾞﾜ　ﾖｳｺ 千葉県
236 1L 木戸　良男 木戸　幸子 ｷﾄﾞ　ﾖｼｵ ｷﾄﾞ　ｻﾁｺ 千葉県
325 1L 2S 木下　佳紀 木下　節子 ｷﾉｼﾀ　ﾖｼｷ ｷﾉｼﾀ　ｾﾂｺ 千葉県
50 CS1 CS2* 葛生　貞夫 吉田　清子 ｸｽﾞｳ　ｻﾀﾞｵ ﾖｼﾀﾞ　ｷﾖｺ 千葉県
256 DL1 DL2* 工藤　三男 細貝　チヤ子 ｸﾄﾞｳ　ﾐﾂｵ ﾎｿｶﾞｲ　ﾁﾔｺ 茨城県
298 DL1 栗林　秀哉 馬場　裕子 ｸﾘﾊﾞﾔｼ　ﾋﾃﾞﾔ ﾊﾞﾊﾞ　ﾕｳｺ 千葉県
164 CS1 栗原　正和 栗原　早苗 ｸﾘﾊﾗ　ﾏｻｶｽﾞ ｸﾘﾊﾗ　ｻﾅｴ 東京都
126 1L 2S 河野　賢雄 大久保　賢子 ｺｳﾉ　ﾀｶｵ ｵｵｸﾎﾞ　ｻﾄｺ 東京都
51 CS1 小杉　哲夫 小杉　陽子 ｺｽｷﾞ　ﾃﾂｵ ｺｽｷﾞ　ｷﾖｺ 千葉県
300 DS1 1S* 小杉山　博信 觸澤　美智代 ｺｽｷﾞﾔﾏ　ﾋﾛﾉﾌﾞ ﾌﾚｻﾜ　ﾐﾁﾖ 千葉県
72 DL1 DS2 小菅　紀光 山崎　たず子 ｺｽｹﾞ　ﾉﾘﾐﾂ ﾔﾏｻﾞｷ　ﾀｽﾞｺ 千葉県
21 CL1 小林　秀行 高橋　祐子 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾋﾃﾞﾕｷ ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｺ 茨城県
61 CL1 CS1 小林　正雄 小林　三重子 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾏｻｵ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾐｴｺ 茨城県
252 3L 小林　正男 柿本　和子 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾏｻｵ ｶｷﾓﾄ　ｶｽﾞｺ 茨城県
48 DS2 小林　惟晃 野辺田　路子 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾖｼｱｷ ﾉﾍﾞﾀ　ﾐﾁｺ 茨城県
187 DS1 DS2* 小峰　茂満 長野　はる子 ｺﾐﾈ　ｼｹﾞﾐﾂ ﾅｶﾞﾉ　ﾊﾙｺ 千葉県
151 4S 小山　重雄 窪田　静以 ｺﾔﾏ　ｼｹﾞｵ ｸﾎﾞﾀ　ｼｽﾞｲ 千葉県
75 1S 近藤　雅道 御園　正代 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾏｻﾐﾁ ﾐｿﾉ　ﾏｻﾖ 東京都
276 3S 4S* 紺野　一郎 紺野　まさ子 ｺﾝﾉ　ｲﾁﾛｳ ｺﾝﾉ　ﾏｻｺ 千葉県
154 CL1 ＣＳ１ 斉木　斉 木原　悦子 ｻｲｷ　ﾋﾄｼ ｷﾊﾗ　ｴﾂｺ 千葉県
220 3L 3S 齊藤　孝一 齊藤　幸 ｻｲﾄｳ　ｺｳｲﾁ ｻｲﾄｳ　ﾐﾕｷ 千葉県
131 DS1 斉藤　秀世 安田　侑子 ｻｲﾄｳ　ｼｭｳｾｲ ﾔｽﾀﾞ　ﾕｷｺ 東京都
322 4S 6S* 斉藤　隆雄 斉藤　和子 ｻｲﾄｳ　ﾀｶｵ ｻｲﾄｳ　ｶｽﾞｺ 千葉県
204 CL1 CL2* CS2 斉藤　哲男 勝見　政子 ｻｲﾄｳ　ﾃﾂｵ ｶﾂﾐ　ﾏｻｺ 千葉県
141 CS1 CS2* 斉藤　豊吉 桑田　邦子 ｻｲﾄｳ　ﾄﾖｷﾁ ｸﾜﾀ　ｸﾆｺ 千葉県
314 DS1 酒井　源重 額賀　美代子 ｻｶｲ　ｹﾞﾝｼﾞｭｳ ﾇｶｶﾞ　ﾐﾖｺ 茨城県
99 DL1 DL2* 酒井　雅幸 酒井　悦子 ｻｶｲ　ﾏｻﾕｷ ｻｶｲ　ｴﾂｺ 埼玉県
115 DS1 櫻井　滉二 櫻井　裕子 ｻｸﾗｲ　ｺｳｼﾞ ｻｸﾗｲ　ﾋﾛｺ 東京都
297 DL1 2S 桜井　正雄 霜村　輝子 ｻｸﾗｲ　ﾏｻｵ ｼﾓﾑﾗ　ﾃﾙｺ 茨城県
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35 3Ｌ 4S 佐々木　勝彦 佐々木　良子 ｻｻｷ　ｶﾂﾋｺ ｻｻｷ　ﾘｮｳｺ 茨城県
92 CS1 佐瀬　二雄 佐瀬　美苗 ｻｾ　ﾂｸﾞｵ ｻｾ　ﾐﾅｴ 千葉県
321 DS1 佐藤　建治 佐藤　慶子 ｻﾄｳ　ｹﾝｼﾞ ｻﾄｳ　ｹｲｺ 千葉県
248 DL1 DL2* DS1 佐藤　幸一 佐藤　千恵子 ｻﾄｳ　ｺｳｲﾁ ｻﾄｳ　ﾁｴｺ 茨城県
24 CL1 CL2* CS1 佐藤　正彦 熊谷　良子 ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ ｸﾏｶﾞｲ　ﾘｮｳｺ 千葉県
273 DL1 1S 佐藤　雄三 山田　洋子 ｻﾄｳ　ﾕｳｿﾞｳ ﾔﾏﾀﾞ　ﾖｳｺ 千葉県
56 4S 佐藤　好男 高山　邦子 ｻﾄｳ　ﾖｼｵ ﾀｶﾔﾏ　ｸﾆｺ 千葉県
2 CS1 GS 佐野　広隆 佐野　良枝 ｻﾉ　ﾋﾛﾀｶ ｻﾉ　ﾖｼｴ 東京都

313 DL1 DS1 DS2* 澤田　康秀 野山　英子 ｻﾜﾀﾞ　ﾔｽﾋﾃﾞ ﾉﾔﾏ　ﾋﾃﾞｺ 千葉県
186 DL1 CS1 椎名　一夫 赤津　ひろ子 ｼｲﾅ　ｶｽﾞｵ ｱｶﾂ　ﾋﾛｺ 茨城県
287 DL1 CS1 志賀　正実 濱田　秀子 ｼｶﾞ　ﾏｻﾐ ﾊﾏﾀﾞ　ﾋﾃﾞｺ 茨城県
7 3L 3S 志賀　龍二 志賀　理恵 ｼｶﾞ　ﾘｭｳｼﾞ ｼｶﾞ　ﾘｴ 千葉県
73 DL1 DL2* 重竹　明 重竹　令子 ｼｹﾞﾀｹ　ｱｷﾗ ｼｹﾞﾀｹ　ﾚｲｺ 千葉県
9 1S 柴崎　順市 鹿島　成子 ｼﾊﾞｻｷ　ｼﾞｭﾝｲﾁ ｶｼﾏ　ｾｲｺ 千葉県

328 DL1 3S 渋谷　剛 鈴木　好江 ｼﾌﾞﾔ　ﾂﾖｼ ｽｽﾞｷ　ﾖｼｴ 茨城県
100 DL2 1S 渋谷　敏昭 渋谷　法子 ｼﾌﾞﾔ　ﾄｼｱｷ ｼﾌﾞﾔ　ﾉﾘｺ 千葉県
175 3L 3S 島　定 島　清子 ｼﾏ　ｻﾀﾞﾑ ｼﾏ　ｷﾖｺ 茨城県
188 CS1 清水　邦夫 小野寺　啓子 ｼﾐｽﾞ　ｸﾆｵ ｵﾉﾃﾞﾗ　ｹｲｺ 東京都
203 CL1 CL2* CS2 志村　市郎 志村　敬子 ｼﾑﾗ　ｲﾁﾛｳ ｼﾑﾗ　ｹｲｺ 千葉県
120 CL1 CL2* CS1 CS2* 下山　孝一 下山　敏子 ｼﾓﾔﾏ　ｺｳｲﾁ ｼﾓﾔﾏ　ﾄｼｺ 東京都
318 CS1 CS2* 生田　信之 細谷　章子 ｼｮｳﾀﾞ　ﾉﾌﾞﾕｷ ﾎｿﾔ　ｱｷｺ 千葉県
194 CL1 CL2* 白戸　隆雄 織田　ちえ子 ｼﾛﾄ　ﾀｶｵ ｵﾀﾞ　ﾁｴｺ 神奈川県
29 1L DS1 新行内　一 鵜澤　教子 ｼﾝｷﾞｮｳｳﾁ　ﾊｼﾞﾒ ｳｻﾞﾜ　ｷｮｳｺ 千葉県
262 DS1 新谷　修 新谷　富美子 ｼﾝﾀﾆ　ｵｻﾑ ｼﾝﾀﾆ　ﾌﾐｺ 千葉県
134 DS1 DS2* 菅沼　保 和佐野　律子 ｽｶﾞﾇﾏ　ﾀﾓﾂ ﾜｻﾉ　ﾘﾂｺ 東京都
36 3S 菅野　昌次 佐久間　富子 ｽｶﾞﾉ　ｼｮｳｼﾞ ｻｸﾏ　ﾄﾐｺ 千葉県
69 CS1 杉本　良治 杉本　久代 ｽｷﾞﾓﾄ　ﾘｮｳｼﾞ ｽｷﾞﾓﾄ　ﾋｻﾖ 千葉県
70 DS1 DS2* 杉山　康夫 安島　和枝 ｽｷﾞﾔﾏ　ﾔｽｵ ｱｼﾞﾏ　ｶｽﾞｴ 茨城県
241 1L CS1 CS2* 鈴木　一義 佐久間　多美子 ｽｽﾞｷ　ｶｽﾞﾖｼ ｻｸﾏ　ﾀﾐｺ 千葉県
20 CL1 CS1 鈴木　啓二郎 植松　敬子 ｽｽﾞｷ　ｹｲｼﾞﾛｳ ｳｴﾏﾂ　ﾉﾘｺ 千葉県
189 CS1 鈴木　錠男 石橋　ひろみ ｽｽﾞｷ　ｻﾀﾞｵ ｲｼﾊﾞｼ　ﾋﾛﾐ 東京都
272 4S 鈴木　教司 鈴木　幸子 ｽｽﾞｷ　ﾀｶｼ ｽｽﾞｷ　ﾀｶｺ 千葉県
250 CL1 CS1 鈴木　晴好 井坂　真知子 ｽｽﾞｷ　ﾊﾙﾖｼ ｲｻｶ　ﾏﾁｺ 茨城県
290 CS1 鈴木　浩生 秋葉　良子 ｽｽﾞｷ　ﾋﾛｷ ｱｷﾊﾞﾘｮｳｺ 東京都
225 6S 鈴木　誠　　 石川　まき子 ｽｽﾞｷ　ﾏｺﾄ ｲｼｶﾜ　ﾏｷｺ 千葉県
230 4S 須藤　作一 須藤　玲子 ｽﾄﾞｳ　ｻｸｲﾁ ｽﾄﾞｳ　ﾚｲｺ 千葉県
197 CS1 CS2* 須中　泰幸 高田　純子 ｽﾅｶ　ﾔｽﾕｷ ﾀｶﾀﾞ　ｼﾞｭﾝｺ 埼玉県
158 1S 砂川　輝男 菊地　きくえ ｽﾅｶﾞﾜ　ﾃﾙｵ ｷｸﾁ　ｷｸｴ 千葉県
59 DS1 住田　祝男 住田　利子 ｽﾐﾀ　ﾄｷｵ ｽﾐﾀ　ﾄｼｺ 千葉県
76 DL1 DS1 関　悦雄 関　恵子 ｾｷ　ｴﾂｵ ｾｷ　ｹｲｺ 千葉県
244 3L 3S 関　信行 吉岡　和子 ｾｷ　ﾉﾌﾞﾕｷ ﾖｼｵｶ　ｶｽﾞｺ 千葉県
147 CL1 CL2* CS1 関口　晃 杉本　淳子 ｾｷｸﾞﾁ　ｱｷﾗ ｽｷﾞﾓﾄ　ｼﾞｭﾝｺ 千葉県
110 1L 関口　守弘 滑川　ｼﾅ子 ｾｷｸﾞﾁ　ﾓﾘﾋﾛ ﾅﾒｶﾜｼﾅｺ 埼玉県
246 DS1 DS2* 染谷　秀男 鈴木　祐子 ｿﾒﾔ　ﾋﾃﾞｵ ｽｽﾞｷ　ﾕｳｺ 千葉県
80 DS1 孫田　裕美 孫田　孝子 ｿﾝﾀ　ﾋﾛﾐ ｿﾝﾀ　ｺｳｺ 東京都
217 3S 高木　薫 小河原　美知子 ﾀｶｷﾞ　ｶｵﾙ ｵｶﾞﾜﾗ　ﾐﾁｺ 茨城県
79 1L DS1 高嶋　一雄 高嶋　友子 ﾀｶｼﾏ　ｶｽﾞｵ ﾀｶｼﾏ　ﾄﾓｺ 東京都
49 CS2 高田　正志 高田　みき子 ﾀｶﾀﾞ　ﾏｻｼ ﾀｶﾀﾞ　ﾐｷｺ 東京都
34 1S 高野　好宣 塩野　悦子 ﾀｶﾉ　ﾖｼﾉﾌﾞ ｼｵﾉ ｴﾂｺ 千葉県
150 1L 高橋　留雄 高橋　加奈子 ﾀｶﾊｼ　ﾄﾒｵ ﾀｶﾊｼ　ｶﾅｺ 茨城県
223 DS1 DS2* 高橋　弘光 片桐　景子 ﾀｶﾊｼ　ﾋﾛﾐﾂ ｶﾀｷﾞﾘ　ｹｲｺ 茨城県
222 CL1 CS1 CS2* 高畑　直覧 黒崎　映子 ﾀｶﾊﾀ ﾅｵﾐ ｸﾛｻｷ　ｴｲｺ 茨城県
293 CS1 田川　修 田川　フミ子 ﾀｶﾞﾜ　ｵｻﾑ ﾀｶﾞﾜ　ﾌﾐｺ 千葉県
214 CS1 CS2* 田川　貢 吉田　幸代 ﾀｶﾞﾜ　ﾐﾂｷﾞ ﾖｼﾀﾞ　ｻﾁﾖ 東京都
41 CS2 GS 竹内　一雄 石森　由美子 ﾀｹｳﾁ　ｶｽﾞｵ ｲｼﾓﾘ　ﾕﾐｺ 東京都
71 CL1 CL2* 武田　日出男 渡辺　恵子 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｹｲｺ 茨城県
101 DS1 田嶋　文弘 森川　キシエ ﾀｼﾞﾏ　ﾌﾐﾋﾛ ﾓﾘｶﾜ　ｷｼｴ 千葉県
182 CL1 CS1 CS2* 田代　治徳 田代　啓子 ﾀｼﾛ　ﾊﾙﾉﾘ ﾀｼﾛ　ｹｲｺ 千葉県
162 DL1 DL2* DS1 DS2* 多田　耕一郎 宇津木　君子 ﾀﾀﾞ　ｺｳｲﾁﾛｳ ｳﾂｷﾞ　ｷﾐｺ 茨城県
303 CL1 田中　栄治 後藤　久江 ﾀﾅｶ　ｴｲｼﾞ ｺﾞﾄｳ　ﾋｻｴ 千葉県
89 1L 2S 田中　弘 上野　奈加子 ﾀﾅｶ　ﾋﾛｼ ｳｴﾉ　ﾅｶｺ 千葉県
3 6S 田中　正恒 田中　浩美 ﾀﾅｶ　ﾏｻﾂﾈ ﾀﾅｶ　ﾋﾛﾐ 千葉県

255 CS1 田中　通夫 田中　耀子 ﾀﾅｶ　ﾐﾁｵ ﾀﾅｶ　ﾖｳｺ 茨城県
193 CL1 CL2* 田中　幸宏 田中　ﾚｲ子 ﾀﾅｶ　ﾕｷﾋﾛ ﾀﾅｶ　ﾚｲｺ 千葉県
218 DS1 DS2* 田中　義重 田中　貞子 ﾀﾅｶ　ﾖｼｼｹﾞ ﾀﾅｶ　ｻﾀﾞｺ 東京都
27 4L 6L* 4S 6S* 田中　吉博 佐藤　和子 ﾀﾅｶ　ﾖｼﾋﾛ ｻﾄｳ　ｶｽﾞｺ 長野県
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108 CS1 田辺　憲男 田辺　まゆみ ﾀﾅﾍﾞ　ﾉﾘｵ ﾀﾅﾍﾞ　ﾏﾕﾐ 茨城県
245 CS1 CS2* 田野　八郎 田野　かほる ﾀﾉ　ﾊﾁﾛｳ ﾀﾉ　ｶﾎﾙ 千葉県
295 DS1 玉山　禎 米澤　智恵子 ﾀﾏﾔﾏ　ﾀﾀﾞｼ ﾖﾈｻﾞﾜ　ﾁｴｺ 千葉県
243 DS1 田村　勝一 三角　恵子 ﾀﾑﾗ　ｼｮｳｲﾁ ﾐｽﾐ　ｹｲｺ 千葉県
288 CS1 CS2* 田村　隆 岡田　津賀子 ﾀﾑﾗ　ﾀｶｼ ｵｶﾀﾞ　ﾂｶﾞｺ 千葉県
152 4L 田村　光清 大津　ミチ子 ﾀﾑﾗ　ﾃﾙｷﾖ ｵｵﾂ　ﾐﾁｺ 茨城県
324 1L DS1 知脇　利勝 堀越　和子 ﾁﾜｷ　ﾄｼｶﾂ ﾎﾘｺｼ　ｶｽﾞｺ 千葉県
43 4L 4S 津賀　公 平須賀　貴子 ﾂｶﾞ　ﾏｻｼ ﾋﾗｽｶﾞ　ﾀｶｺ 茨城県
46 DL1 CS1 塚田　義隆 三橋　ひさ枝 ﾂｶﾀﾞ　ﾖｼﾀｶ ﾐﾂﾊｼ　ﾋｻｴ 東京都
132 CL1 CS1 塚原　克己 島田　智美 ﾂｶﾊﾗ　ｶﾂﾐ ｼﾏﾀﾞ　ﾄﾓﾐ 茨城県
319 DS1 机 治 佐々 光子 ﾂｸｴ ｵｻﾑ ｻｻ ﾐﾂｺ 千葉県
215 CS1 土川　徹 菊地　さと子 ﾂﾁｶﾜ　ﾄｵﾙ ｷｸﾁ　ｻﾄｺ 東京都
308 CL1 DS1 DS2* 土田　一郎 土田　幸代 ﾂﾁﾀ　ｲﾁﾛｳ ﾂﾁﾀ　ｻﾁﾖ 茨城県
83 DS1 土屋　賢 富澤　順子 ﾂﾁﾔ　ｹﾝ ﾄﾐｻﾞﾜ　ｼﾞｭﾝｺ 千葉県
77 4L 積田　敏雄 大森　恵子 ﾂﾐﾀ　ﾄｼｵ ｵｵﾓﾘ　ｹｲｺ 千葉県
16 CS2 寺嶋　俊夫 寺嶋　アヤ子 ﾃﾗｼﾏ　ﾄｼｵ ﾃﾗｼﾏ　ｱﾔｺ 茨城県
25 CS1 戸井　栄 荒井　栄子 ﾄｲ　ｻｶｴ ｱﾗｲ　ｴｲｺ 千葉県
235 1L 2S 戸島　勝二 戸島　喜代枝 ﾄｼﾞﾏ　ｶﾂｼﾞ ﾄｼﾞﾏ　ｷﾖｴ 千葉県
180 CL1 CS1 飛田　信彦 飛田　美津子 ﾄﾋﾞﾀ　ﾉﾌﾞﾋｺ ﾄﾋﾞﾀ　ﾐﾂｺ 茨城県
102 DS1 内藤　一芳 渡部　恵子 ﾅｲﾄｳ　ｶｽﾞﾖｼ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｹｲｺ 千葉県
231 CS1 内藤　夏夫 佐治　千恵子 ﾅｲﾄｳ　ﾅﾂｵ ｻｼﾞ　ﾁｴｺ 千葉県
109 DL2 DS1 永井　敦彦 風晴　契子 ﾅｶﾞｲ　ｱﾂﾋｺ ｶｾﾞﾊﾚ　ｹｲｺ 千葉県
148 CS1 中嶋　克彦 中嶋　順子 ﾅｶｼﾞﾏ　ｶﾂﾋｺ ﾅｶｼﾞﾏ　ｼﾞｭﾝｺ 千葉県
138 CL1 CS1 中坪　鉄雄 田澤　千代 ﾅｶﾂﾎﾞ　ﾃﾂｵ ﾀｻﾞﾜ　ﾁﾖ 東京都
326 6L 中野　雄紀 吉田　よしみ ﾅｶﾉ　ﾕｳｷ ﾖｼﾀﾞ　ﾖｼﾐ 千葉県
277 CS1 中村　晴彦 大野　雅子 ﾅｶﾑﾗ　ﾊﾙﾋｺ ｵｵﾉ　ﾏｻｺ 千葉県
88 CL1 CS1 中村　文司 大川　絹代 ﾅｶﾑﾗ　ﾌﾞﾝｼﾞ ｵｵｶﾜ　ｷﾇﾖ 千葉県
208 CS1 難波　秀雄 難波　千恵子 ﾅﾝﾊﾞ　ﾋﾃﾞｵ ﾅﾝﾊﾞ　ﾁｴｺ 千葉県
153 DS1 DS2* 西村　毅 熊川　光子 ﾆｼﾑﾗ　ﾀｹｼ ｸﾏｶﾜ　ﾐﾂｺ 千葉県
90 DS1 DS2* 西山　憲治 二見　光枝 ﾆｼﾔﾏ　ｹﾝｼﾞ ﾌﾀﾐ　ﾐﾂｴ 千葉県
119 DL1 1L* 西山　憲治 一安　光子. ﾆｼﾔﾏ　ｹﾝｼﾞ ｲﾁﾔｽ　ﾐﾂｺ 千葉県
107 2L 2S 庭田　昭一 庭田　紀久子 ﾆﾜﾀ　ｼｮｳｲﾁ ﾆﾜﾀ　ｷｸｺ 茨城県
105 1L DS1 額賀　大二郎 額賀　京子 ﾇｶｶﾞ　ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ ﾇｶｶﾞ　ｷｮｳｺ 茨城県
127 2S 沼尻　彪 沼尻　多喜子 ﾇﾏｼﾞﾘ　ﾀｹｼ ﾇﾏｼﾞﾘ　ﾀｷｺ 茨城県
240 1L DS1 根本　光義 大浦　裕子 ﾈﾓﾄ　ﾐﾂﾖｼ ｵｵｳﾗ　ﾋﾛｺ 茨城県
133 DS1 DS2* 野口　和夫 瀬島　祥子 ﾉｸﾞﾁ　ｶｽﾞｵ ｾｼﾏ　ｻﾁｺ 埼玉県
195 CS2 野口　省吾 野口　年子 ﾉｸﾞﾁ　ｼｮｳｺﾞ ﾉｸﾞﾁ　ﾄｼｺ 東京都
33 DS1 野口　武 野口　照子 ﾉｸﾞﾁ　ﾀｹｼ ﾉｸﾞﾁ　ﾃﾙｺ 神奈川県
238 CL1 CS1 CS2* 野坂　公孝 野坂　康子 ﾉｻｶ　ｷﾐﾀｶ ﾉｻｶ　ﾔｽｺ 茨城県
280 DS1 野田　農廣 高橋　幸子 ﾉﾀﾞ　ﾁｶﾋﾛ ﾀｶﾊｼ　ｻﾁｺ 滋賀県
128 2L 1S 橋本　純治 萩原　清美 ﾊｼﾓﾄ　ｼﾞｭﾝｼﾞ ﾊｷﾞﾜﾗ　ｷﾖﾐ 茨城県
87 CS1 長谷川　正雄 松吉　光代 ﾊｾｶﾞﾜ　ﾏｻｵ ﾏﾂﾖｼ　ﾐﾂﾖ 千葉県
307 CS1 CS2* 長谷川　実 小野房　幾世 ﾊｾｶﾞﾜ　ﾐﾉﾙ ｵﾉﾌｻ　ｲｸﾖ 千葉県
281 CL1 CL2* CS1 CS2* 八谷　和樹 米田　雅彩 ﾊﾁﾔ　ｶｽﾞｷ ﾖﾈﾀﾞ　ﾐﾔｶ 千葉県
185 3S 花島　正次 照沼　孝子 ﾊﾅｼﾞﾏ　ｼｮｳｼﾞ ﾃﾙﾇﾏ　ﾀｶｺ 千葉県
140 CS1 CS2* 花島　要一郎 小原　啓子 ﾊﾅｼﾏ　ﾖｳｲﾁﾛｳ ｵﾊﾗ　ｹｲｺ 千葉県
302 DS1 GS 塙　昭恵 中島　あさ子 ﾊﾅﾜ　ｼｮｳｴ ﾅｶｼﾞﾏ　ｱｷｺ 茨城県
316 DL1 DS1 濱　定雄 濱　慶子 ﾊﾏ　ｻﾀﾞｵ ﾊﾏ　ｹｲｺ 茨城県
113 DL1 DS1 浜口　義清 浜口　香代子 ﾊﾏｸﾞﾁ　ﾖｼｷﾖ ﾊﾏｸﾞﾁ　ｶﾖｺ 茨城県
212 CL2 CS1 浜田　和彦 浜田　君子 ﾊﾏﾀﾞ　ｶｽﾞﾋｺ ﾊﾏﾀﾞ　ｷﾐｺ 千葉県
14 CS1 CS2* 林　哲司 林　美代子 ﾊﾔｼ　ﾃﾂｼﾞ ﾊﾔｼ　ﾐﾖｺ 千葉県
270 CS1 CS2* 原　義徳 伍　飛飛 ﾊﾗ　ﾖｼﾉﾘ ｳｰ　ﾌｪｲﾌｪｲ 千葉県
28 6L 6S 原田　伸之 岩井　敏恵 ﾊﾗﾀﾞ　ﾉﾌﾞﾕｷ ｲﾜｲ　ﾄｼｴ 千葉県
171 2L DS1 東山　隆史 井上　京子 ﾋｶﾞｼﾔﾏ　ﾀｶｼ ｲﾉｳｴ　ｷｮｳｺ 千葉県
149 CS1 CS2* 樋口　勤 細川　利枝 ﾋｸﾞﾁ　ﾂﾄﾑ ﾎｿｶﾜ　ﾄｼｴ 千葉県
254 DS1 樋口　勉 斎藤　玲子 ﾋｸﾞﾁ　ﾂﾄﾑ ｻｲﾄｳ　ﾚｲｺ 千葉県
213 6S 樋口　正秋 牧田　美佐子 ﾋｸﾞﾁ　ﾏｻｱｷ ﾏｷﾀ　ﾐｻｺ 千葉県
199 CS1 CS2* 日暮　正昭 河野　真理子 ﾋｸﾞﾗｼ　ﾏｻｱｷ ｶﾜﾉ　ﾏﾘｺ 千葉県
135 CS1 GS 文違　義夫 瀬野　和子 ﾋｼﾞｶｲ　ﾖｼｵ ｾﾉ　ｶｽﾞｺ 東京都
94 DL1 CS1 日野　和夫 日野　徳子 ﾋﾉ　ｶｽﾞｺ ﾋﾉ　ﾉﾘｺ 神奈川県
261 CS1 CS2* 平野　民雄 平野　幸美 ﾋﾗﾉ　ﾀﾐｵ ﾋﾗﾉ　ﾕｷﾐ 茨城県
234 CL1 CS1 平野　久朗 三代川　美知子 ﾋﾗﾉ　ﾋｻｱｷ ﾐﾖｶﾜ　ﾐﾁｺ 千葉県
258 CL1 CS1 広澤　正一 広澤　良子 ﾋﾛｻﾜ　ﾏｻｶｽﾞ ﾋﾛｻﾜ　ﾖｼｺ 茨城県
165 CL1 CS1 GS 福田　智行 福田　恵美子 ﾌｸﾀﾞ　ﾉﾘﾕｷ ﾌｸﾀﾞ　ｴﾐｺ 東京都
63 1L 福田　久夫 福田　典子 ﾌｸﾀﾞ　ﾋｻｵ ﾌｸﾀﾞ　ﾉﾘｺ 茨城県
17 CS1 福田　稔 福田　照子 ﾌｸﾀﾞ　ﾐﾉﾙ ﾌｸﾀﾞ　ﾃﾙｺ 千葉県
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104 CL1 CL2* CS1 CS2* 福原　鉄男 福原　信子 ﾌｸﾊﾗ　ﾃﾂｵ ﾌｸﾊﾗ　ﾉﾌﾞｺ 埼玉県
155 DL1 CS1 CS2* GS 福原　保男 福原　逸子 ﾌｸﾊﾗ　ﾔｽｵ ﾌｸﾊﾗ　ｲﾂｺ 東京都
172 2L 3S 藤代　新 前佛　雅代 ﾌｼﾞｼﾛ　ｱﾗﾀ ｾﾞﾝﾌﾞﾂ　ﾏｻﾖ 千葉県
211 CS1 CS2* 藤田　順一 網屋　史子 ﾌｼﾞﾀ　ｼﾞｭﾝｲﾁ ｱﾐﾔ　ﾌﾐｺ 千葉県
192 CS1 藤田　昌邦 藤田　ヒロ子 ﾌｼﾞﾀ　ﾏｻｸﾆ ﾌｼﾞﾀ　ﾋﾛｺ 神奈川県
32 DS1 DS2* 藤永　一朗 伊藤　卓子 ﾌｼﾞﾅｶﾞ　ｲﾁﾛｳ ｲﾄｳﾀｶｺ 神奈川県
117 DL1 CS1 藤本　隆則 藤本　美子 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾀｶﾉﾘ ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾖｼｺ 千葉県
311 CS1 CS2* 船見　哲 斉藤　登芽子 ﾌﾅﾐ　ｱｷﾗ ｻｲﾄｳ　ﾄﾒｺ 千葉県
91 DL2 CS1 CS2* 古川　好生 平野　隆子 ﾌﾙｶﾜ　ﾖｼｵ ﾋﾗﾉ　ﾀｶｺ 千葉県
283 DS1 DS2* 文随　稔 文随　康子 ﾌﾞﾝｽﾞｲ　ﾐﾉﾙ ﾌﾞﾝｽﾞｲ　ﾔｽｺ 茨城県
65 CL1 CL2* CS2 星　和弘 野本　恵美子 ﾎｼ　ｶｽﾞﾋﾛ ﾉﾓﾄ　ｴﾐｺ 千葉県
176 DS1 DS2* 星野　光夫 星野　玲子 ﾎｼﾉ　ﾐﾂｵ ﾎｼﾉﾚｲｺ 千葉県
30 DS1 細沢　一幸 沢田　啓子 ﾎｿｻﾞﾜ　ｶｽﾞﾕｷ ｻﾜﾀﾞ　ｹｲｺ 千葉県
52 CS1 穂満　勇 長野　千秋 ﾎﾏﾝ　ｲｻﾑ ﾅｶﾞﾉ　ﾁｱｷ 千葉県
166 DL1 DS1 DS2* 堀込　征四郎 堀込　靖子 ﾎﾘｺﾞﾒ　ｾｲｼﾛｳ ﾎﾘｺﾞﾒ　ﾔｽｺ 東京都
174 2S 本多　利一 山崎　幸子 ﾎﾝﾀﾞ　ﾄｼｶｽﾞ ﾔﾏｻﾞｷ　ｻﾁｺ 茨城県
179 CL1 CS1 前田　正寛 明石　則子 ﾏｴﾀﾞ　ﾏｻﾋﾛ ｱｶｼ　ﾉﾘｺ 茨城県
84 1S 牧野　幸久 牧野　澄子 ﾏｷﾉ　ﾕｷﾋｻ ﾏｷﾉ　ｽﾐｺ 東京都
125 CS1 間嶋　芙美雄 間嶋　洋子 ﾏｼﾞﾏ　ﾌﾐｵ ﾏｼﾞﾏﾖｳｺ 東京都
167 DS1 増田　俊郎 増田　智子 ﾏｽﾀﾞ　ﾄｼﾛｳ ﾏｽﾀﾞ　ﾄﾓｺ 茨城県
136 4S 町田　治夫 町田　照子 ﾏﾁﾀﾞ　ﾊﾙｵ ﾏﾁﾀﾞ　ﾃﾙｺ 東京都
42 CS1 GS 松井　宜右 松井　高枝 ﾏﾂｲ　ﾖｼｽｹ ﾏﾂｲﾀｶｴ 千葉県
301 CL1 CS1 松下　光一 松下　和子 ﾏﾂｼﾀ　ｺｳｲﾁ ﾏﾂｼﾀ　ｶｽﾞｺ 千葉県
81 1S 松田　茂男 平岩　栄子 ﾏﾂﾀﾞ　ｼｹﾞｵ ﾋﾗｲﾜ　ｴｲｺ 東京都
122 DS1 松永　匡史 澤田　慶子 ﾏﾂﾅｶﾞ　ﾏｻｼ ｻﾜﾀﾞ　ｹｲｺ 千葉県
210 1S 松村　憲 大久保　恵津子 ﾏﾂﾑﾗ　ｹﾝ ｵｵｸﾎﾞ　ｴﾂｺ 千葉県
5 CL1 CS1 松村　純司 呑山　優子 ﾏﾂﾑﾗ　ｼﾞｭﾝｼﾞ ﾉﾐﾔﾏ　ﾕｳｺ 千葉県
68 2L CS1 CS2* 松本　和樹 松本　奈保子 ﾏﾂﾓﾄ　ｶｽﾞｷ ﾏﾂﾓﾄ　ﾅﾎｺ 茨城県
264 CS2 松本　豊作 牛嶋　登美子 ﾏﾂﾓﾄ　ﾄﾖｻｸ ｳｼｼﾞﾏ　ﾄﾐｺ 千葉県
269 CS1 丸山　勝 鈴木　圭子 ﾏﾙﾔﾏ　ﾏｻﾙ ｽｽﾞｷ　ｹｲｺ 東京都
183 CS1 CS2* 三雲　裕爾 三雲　弘子 ﾐｸﾓ　ﾕｳｼﾞ ﾐｸﾓ　ﾋﾛｺ 千葉県
96 CS1 CS2* 三澤　実 三澤　喜久枝 ﾐｻﾜ　ﾐﾉﾙ ﾐｻﾜ　ｷｸｴ 東京都
163 DS1 水沼　文 水沼　幸 ﾐｽﾞﾇﾏ　ﾌﾞﾝ ﾐｽﾞﾇﾏ　ﾕｷ 千葉県
114 CS1 水野　徳美 阿部　いち代 ﾐｽﾞﾉ　ﾖｼﾐ ｱﾍﾞ　ｲﾁﾖ 茨城県
26 CS1 DS1* 1S* 三戸部　稔 田中　和子 ﾐﾄﾍﾞ　ﾐﾉﾙ ﾀﾅｶ　ｶｽﾞｺ 長野県
178 DS1 宮城　安典 中島　尚子 ﾐﾔｷﾞ　ﾔｽﾉﾘ ﾅｶｼﾞﾏ　ﾅｵｺ 茨城県
170 DL2 DS2 三好　泰克 三好　貴子 ﾐﾖｼ　ﾔｽｶﾂ ﾐﾖｼ　ﾀｶｺ 千葉県
54 4S 村井　清司 小森　ひろ子 ﾑﾗｲ　ｾｲｼﾞ ｺﾓﾘ　ﾋﾛｺ 千葉県
143 CS1 GS 村尾　洋一 村尾　みち子 ﾑﾗｵ　ﾖｳｲﾁ ﾑﾗｵ　ﾐﾁｺ 千葉県
221 CS1 CS2* 村上　光信 西尾　知子 ﾑﾗｶﾐ　ﾐﾂﾉﾌﾞ ﾆｼｵ　ﾄﾓｺ 千葉県
306 CL1 DS1 村山　寛治 村山　澄江 ﾑﾗﾔﾏ　ｶﾝｼﾞ ﾑﾗﾔﾏ　ｽﾐｴ 千葉県
15 DL1 DS1 村山　春作 村山　貞代 ﾑﾗﾔﾏ　ﾊﾙｻｸ ﾑﾗﾔﾏ　ｻﾀﾞﾖ 千葉県
304 DL1 DS1 森田　英三郎 森田　和代 ﾓﾘﾀ　ｴｲｻﾞﾌﾞﾛｳ ﾓﾘﾀ　ｶｽﾞﾖ 千葉県
310 DS1 森山　忠 浮貝　つね ﾓﾘﾔﾏ　ﾀﾀﾞｼ ｳｷｶﾞｲ　ﾂﾈ 千葉県
278 DL1 CS1 矢島　誠 矢島　智子 ﾔｼﾞﾏ　ﾏｺﾄ ﾔｼﾞﾏ　ﾄﾓｺ 東京都
207 CS1 CS2* 矢代　雅雪 吉元　光 ﾔｼﾛ　ﾏｻﾕｷ ﾖｼﾓﾄ　ｺｳ 千葉県
181 4L 4S 安田　保道 安田　明美 ﾔｽﾀﾞ　ﾔｽﾐﾁ ﾔｽﾀﾞ　ｱｹﾐ 茨城県
216 DL1 DS1 柳川　易生 鈴木　和子 ﾔﾅｶﾞﾜ　ﾔｽｵ ｽｽﾞｷ　ｶｽﾞｺ 東京都
47 4L 4S 柳澤　俊男 多田　順子 ﾔﾅｷﾞｻﾜ　ﾄｼｵ ﾀﾀﾞ　ｼﾞｭﾝｺ 千葉県
66 DS1 DS2* 柳澤　幹彦 石原　礼子 ﾔﾅｷﾞｻﾜ　ﾐｷﾋｺ ｲｼﾊﾗ　ﾚｲｺ 群馬県
242 DS1 DS2* 梁次　英雄 山崎　和子 ﾔﾅｼﾞ　ﾋﾃﾞｵ ﾔﾏｻﾞｷ　ｶｽﾞｺ 東京都
123 CS1 CS2* 山口　和夫 山口　清子 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｶｽﾞｵ ﾔﾏｸﾞﾁ　ｷﾖｺ 千葉県
233 CS1 CS2* 山口　務 阿久井　千鶴 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾂﾄﾑ ｱｸｲ　ﾁﾂﾞﾙ 千葉県
286 CS1 山崎　栄一 高宮　陽子 ﾔﾏｻﾞｷ　ｴｲｲﾁ ﾀｶﾐﾔ　ﾖｳｺ 千葉県
168 DS1 山崎　良平 歌田　四元子 ﾔﾏｻﾞｷ　ﾘｮｳﾍｲ ｳﾀﾀﾞ　ｼｹﾞｺ 千葉県
62 1L 1S 山田　幸栄 山田　恵子 ﾔﾏﾀﾞ　ﾕｷｴｲ ﾔﾏﾀﾞ　ｹｲｺ 千葉県
265 DL1 DS1 山田　吉秀 出澤　洋子 ﾔﾏﾀﾞ　ﾖｼﾋﾃﾞ ｲﾃﾞｻﾜ　ﾖｳｺ 茨城県
169 DS1 DS2* 山中　浩 吉田　京子 ﾔﾏﾅｶ　ﾋﾛｼ ﾖｼﾀﾞ　ｷｮｳｺ 千葉県
323 CS1 CS2* 鎗田　文雄 尾形　久代 ﾔﾘﾀ　ﾌﾐｵ ｵｶﾞﾀ　ﾋｻﾖ 千葉県
86 DS1 結城　勝也 結城　千鶴 ﾕｳｷ　ｶﾂﾔ ﾕｳｷ　ﾁﾂﾞﾙ 茨城県
13 1L DS1 吉田　幸延 吉田　栄子 ﾖｼﾀﾞ　ﾕｷﾉﾌﾞ ﾖｼﾀﾞ　ｴｲｺ 茨城県
312 DS1 DS2* 若林　一秀 若林　一江 ﾜｶﾊﾞﾔｼ　ｶｽﾞﾋﾃﾞ ﾜｶﾊﾞﾔｼ　ｶｽﾞｴ 千葉県
224 DL1 CS1 CS2* 渡辺　宣仁 高橋　あつ子 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾉﾌﾞﾋﾄ ﾀｶﾊｼｱﾂｺ 千葉県
157 CS1 CS2* 渡辺　央 渡辺　聰子 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾋﾛｼ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾄｼｺ 千葉県


