
第11回千葉東支部ダンススポーツ競技大会・第5回成田市ダンススポーツ競技大会
エントリーリスト（アイウエオ順）

背№ ﾘｰﾀﾞｰ氏名 ﾊﾟｰﾄﾅ氏名 ﾘｰﾀﾞﾌﾘｶﾞﾅ ﾊﾟｰﾄﾅﾌﾘｶﾞﾅ 所属 MAL GAL DLⅠ DLⅡ 1L 2L 3L 4L 6L MAS GAS DSⅠ DSⅡ 1S 2S 3S 4S 6S
179 青木　博 松本　寿美 ｱｵｷ　ﾋﾛｼ ﾏﾂﾓﾄ　ｼﾞｭﾐ 神奈川県 〇 〇
143 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 〇
13 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 〇 〇 〇
163 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 〇
48 阿部　利男 堀中　絹枝 ｱﾍﾞ　ﾄｼｵ ﾎﾘﾅｶ　ｷﾇｴ 千葉県 〇
172 鮎澤　洋 木村　睦子 ｱﾕｻﾜ　ﾋﾛｼ ｷﾑﾗ　ﾁｶｺ 千葉県 〇 〇
140 有賀　清次 高橋　和子 ｱﾘｶﾞ　ｾｲｼﾞ ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞｺ 千葉県 〇 〇
156 有賀　清次 保坂　翔 ｱﾘｶﾞ　ｾｲｼﾞ ﾎｻｶ　ｼｮｳ 千葉県 〇 〇
72 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 〇
175 飯嶋　邦男 新木　和子 ｲｲｼﾞﾏ　ｸﾆｵ ｱﾗｷ　ｶﾂﾞｺ 千葉県 〇 〇
103 飯島　泰 杉田　光江 ｲｲｼﾞﾏ　ﾔｽｼ ｽｷﾞﾀ　ﾐﾂｴ 千葉県 〇 〇
12 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 〇 〇

24 池田　洋一 北村　美恵子 ｲｹﾀﾞ　ﾖｳｲﾁ ｷﾀﾑﾗ　ﾐｴｺ 千葉県 〇 〇 〇
75 伊澤　裕 伊澤　睦子 ｲｻﾞﾜ　ﾕﾀｶ ｲｻﾞﾜ　ﾑﾂｺ 千葉県 〇 〇

141 石井　敏雄 石井　淑子 ｲｼｲ　ﾄｼｵ ｲｼｲ　ﾖｼｺ 千葉県 〇 〇
157 石井　春男 石井　都 ｲｼｲ　ﾊﾙｵ ｲｼｲ　ﾐﾔｺ 千葉県 〇 〇
11 石川　三成 石川　桃子 ｲｼｶﾜ　ﾐﾂﾅﾘ ｲｼｶﾜ　ﾓﾓｺ 千葉県 〇
32 石田　鐵之進 宗政　郁子 ｲｼﾀﾞ　ﾃﾂﾉｼﾝ ﾑﾈﾏｻ　ｲｸｺ 千葉県 〇
55 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 〇

166 和泉　強 実川　ひろ江 ｲｽﾞﾐ　ﾂﾖｼ ｼﾞﾂｶﾜ　ﾋﾛｴ 千葉県 〇
54 伊勢田　明彦 伊勢田　和子 ｲｾﾀﾞ　ｱｷﾋｺ ｲｾﾀﾞ　ｶｽﾞｺ 千葉県 〇
171 伊藤　正男 伊藤　幸江 ｲﾄｳ　ﾏｻｵ ｲﾄｳ　ﾕｷｴ 千葉県 〇 〇
123 伊藤　義昭 伊藤　愛子 ｲﾄｳ　ﾖｼｱｷ ｲﾄｳ　ｱｲｺ 茨城県 〇 〇
19 井上　誠 森　千江子 ｲﾉｳｴ　ﾏｺﾄ ﾓﾘ　ﾁｴｺ 千葉県 〇 〇
177 今関　美光 今関　まり子 ｲﾏｾﾞｷ　ﾖｼﾃﾙ ｲﾏｾﾞｷ　ﾏﾘｺ 千葉県 〇 〇
46 鵜澤　忠昭 小倉　照子 ｳｻﾞﾜ　ﾀﾀﾞｱｷ ｵｸﾞﾗ　ﾃﾙｺ 千葉県 〇
1 宇嶌　郁夫 宇嶌　純子 ｳｼﾏ　ｲｸｵ ｳｼﾏ　ｽﾐｺ 千葉県 〇
44 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 〇
125 海野　久 加藤　和子 ｳﾐﾉ　ﾋｻｼ ｶﾄｳ　ｶｽﾞｺ 茨城県 〇 〇
67 烏山　博 服部　佳代子 ｳﾔﾏ　ﾋﾛｼ ﾊｯﾄﾘ　ｶﾖｺ 千葉県 〇 〇

129 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 〇
85 遠藤　弘則 荒　キミ子 ｴﾝﾄﾞｳ　ﾋﾛﾉﾘ ｱﾗ　ｷﾐｺ 茨城県 〇
81 大内　崇夫 大内　かおる ｵｵｳﾁ　ﾀｶｵ ｵｵｳﾁ　ｶｵﾙ 茨城県 〇 〇

128 大越　敏男 佐藤　明美 ｵｵｺｼ　ﾄｼｵ ｻﾄｳ　ｱｹﾐ 千葉県 〇
104 大澤　国彦 岡村　照子 ｵｵｻﾜ　ｸﾆﾋｺ ｵｶﾑﾗ　ﾃﾙｺ 千葉県 〇 〇
52 太田　渥雄 太田　香 ｵｵﾀ　ｱﾂｵ ｵｵﾀ　ｶｵﾙ 静岡県 〇
30 太田　和雄 太田　初美 ｵｵﾀ　ｶｽﾞｵ ｵｵﾀ　ﾊﾂﾐ 千葉県 〇 〇
38 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 〇
178 大沼　国彦 宇津木　君子 ｵｵﾇﾏ　ｸﾆﾋｺ ｳﾂｷﾞ　ｷﾐｺ 茨城県 〇 〇 〇
109 大橋　政雄 青木　高恵 ｵｵﾊｼ　ﾏｻｵ ｱｵｷ　ﾀｶｴ 茨城県 〇 〇



背№ ﾘｰﾀﾞｰ氏名 ﾊﾟｰﾄﾅ氏名 ﾘｰﾀﾞﾌﾘｶﾞﾅ ﾊﾟｰﾄﾅﾌﾘｶﾞﾅ 所属 MAL GAL DLⅠ DLⅡ 1L 2L 3L 4L 6L MAS GAS DSⅠ DSⅡ 1S 2S 3S 4S 6S
139 大平　進 金原　幸枝 ｵｵﾋﾗ　ｽｽﾑ ｷﾝﾊﾟﾗ　ﾕｷｴ 福島県 〇 〇
92 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 〇
165 岡野　勉 峰　あい子 ｵｶﾉ　ﾂﾄﾑ ﾐﾈ　ｱｲｺ 茨城県 〇 〇
112 岡本　頼明 岡本　昭子 ｵｶﾓﾄ　ﾖﾘｱｷ ｵｶﾓﾄ　ｱｷｺ 神奈川県 〇
159 小川　吉和 加瀬　由紀子 ｵｶﾞﾜ　ﾖｼｶｽﾞ ｶｾ　ﾕｷｺ 千葉県 〇
137 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 〇
79 柿栖　好秋 岩佐　悦子 ｶｷｽ　ﾖｼｱｷ ｲﾜｻ　ｴﾂｺ 千葉県 〇 〇
180 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 〇
167 片山　静 田中　ロルナ ｶﾀﾔﾏ　ｼｽﾞｶ ﾀﾅｶ　ﾛﾙﾅ 茨城県 〇
84 片山　司 美濃　悦子 ｶﾀﾔﾏ　ﾂｶｻ ﾐﾉ　ｴﾂｺ 千葉県 〇
58 加藤　幸一 加藤　聖子 ｶﾄｳ　ｺｳｲﾁ ｶﾄｳ　ｾｲｺ 神奈川県 〇 〇 〇

108 加藤　守 加藤　陽子 ｶﾄｳ　ﾏﾓﾙ ｶﾄｳ　ﾖｳｺ 茨城県 〇 〇
93 狩野　信次 中松　澄子 ｶﾉ　ｼﾝｼﾞ ﾅｶﾏﾂ　ｽﾐｺ 千葉県 〇 〇
60 川上　清恵 岩崎　イネ ｶﾜｶﾐ　ｷﾖｴ ｲﾜｻｷ　ｲﾈ 千葉県 〇
69 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 〇 〇
95 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 〇 〇

94 清原　忠夫 小野村　しげ子 ｷﾖﾊﾗ　ﾀﾀﾞｵ ｵﾉﾑﾗ　ｼｹﾞｺ 茨城県 〇 〇
39 熊谷　勝好 熊谷　笙子 ｸﾏｶﾞｲ　ｶﾂﾖｼ ｸﾏｶﾞｲ　ｼｮｳｺ 千葉県 〇
124 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 〇 〇
62 黒川　稔 坂本　裕子 ｸﾛｶﾜ　ﾐﾉﾙ ｻｶﾓﾄ　ﾋﾛｺ 千葉県 〇 〇
122 薫田　耕平 小林　洋子 ｸﾝﾀﾞ　ｺｳﾍｲ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾖｳｺ 千葉県 〇
80 小倉　仁也 小倉　美江子 ｺｸﾞﾗ　ｼﾞﾝﾔ ｺｸﾞﾗ　ﾐｴｺ 茨城県 〇

97 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 〇 〇
132 小西　久司 小西　寿雅子 ｺﾆｼ　ﾋｻｼ ｺﾆｼ　ｽﾏｺ 茨城県 〇
82 小沼　修 小沼　一江 ｺﾇﾏ　ｵｻﾑ ｺﾇﾏ　ｶｽﾞｴ 山梨県 〇 〇
154 小林　一隆 小林　初美 ｺﾊﾞﾔｼ　ｶｽﾞﾀｶ ｺﾊﾞﾔｼ　ﾊﾂﾐ 神奈川県 〇
25 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 〇

21 齋藤　孝一 齋藤　幸 ｻｲﾄｳ　ｺｳｲﾁ ｻｲﾄｳ　ﾐﾕｷ 千葉県 〇 〇

130 齋藤　晃一 齋藤　宏美 ｻｲﾄｳ　ｺｳｲﾁ ｻｲﾄｳ　ﾋﾛﾐ 茨城県 〇
117 佐久間　俊彦 佐久間　敏子 ｻｸﾏ　ﾄｼﾋｺ ｻｸﾏ　ﾄｼｺ 茨城県 〇 〇
3 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 〇 〇
90 佐瀬　二雄 佐瀬　美苗 ｻｾ　ﾂｸﾞｵ ｻｾ　ﾐﾅｴ 千葉県 〇 〇 〇
9 佐藤　伸一 鈴木　澄子 ｻﾄｳ　ｼﾝｲﾁ ｽｽﾞｷ　ｽﾐｺ 千葉県 〇

146 佐藤　信治 高見　マサ代 ｻﾄｳ　ｼﾝｼﾞ ﾀｶﾐ　ﾏｻﾖ 茨城県 〇 〇
170 佐藤　寿哉 佐藤　温恵 ｻﾄｳ　ﾄｼﾔ ｻﾄｳ　ﾊﾙｴ 千葉県 〇
57 佐藤　弘美 佐藤　睦美 ｻﾄｳ　ﾋﾛﾐ ｻﾄｳ　ﾑﾂﾐ 神奈川県 〇 〇
182 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 〇
98 佐藤　好男 高山　邦子 ｻﾄｳ　ﾖｼｵ ﾀｶﾔﾏ　ｸﾆｺ 千葉県 〇
135 佐原　三夫 佐原　光江 ｻﾊﾗ　ﾐﾂｵ ｻﾊﾗ　ﾐﾂｴ 千葉県 〇
162 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 〇
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86 志賀　龍二 志賀　理恵 ｼｶﾞ　ﾘｭｳｼﾞ ｼｶﾞ　ﾘｴ 千葉県 〇

4 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 〇

120 島　定 島　清子 ｼﾏ　ｻﾀﾞﾑ ｼﾏ　ｷﾖｺ 茨城県 〇 〇
65 清水　一夫 奥田　令子 ｼﾐｽﾞ　ｶｽﾞｵ ｵｸﾀﾞ　ﾚｲｺ 東京都 〇
184 清水  邦治 島本　榮子 ｼﾐｽﾞ　ｸﾆﾊﾙ ｼﾏﾓﾄ　ｴｲｺ 千葉県 〇
147 清水　寿郎 清水　澄子 ｼﾐｽﾞ　ﾋｻｵ ｼﾐｽﾞ　ｽﾐｺ 東京都 〇
150 白坂　賢一 静　美佐子 ｼﾗｻｶ　ｹﾝｲﾁ ｼｽﾞｶ　ﾐｻｺ 埼玉県 〇
28 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 〇
153 鈴木　勝彦 鈴木　洋子 ｽｽﾞｷ　ｶﾂﾋｺ ｽｽﾞｷ　ﾖｳｺ 東京都 〇
101 鈴木　崇夫 蘭幕　千春 ｽｽﾞｷ　ﾀｶｵ ﾗﾝﾏｸ　ﾁﾊﾙ 千葉県 〇 〇
63 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 〇
49 鈴木　留夫 福島　雪子 ｽｽﾞｷ ﾄﾒｵ ﾌｸｼﾏ　ﾕｷｺ 千葉県 〇
61 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 〇
22 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 〇
116 鈴木　昌利 寺内　さと子 ｽｽﾞｷ　ﾏｻﾄｼ ﾃﾗｳﾁ　ｻﾄｺ 東京都 〇
176 鈴木　好之 上野　シゲ ｽｽﾞｷ　ﾖｼﾕｷ ｳｴﾉ　ｼｹﾞ 千葉県 〇
96 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 〇
127 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 〇
43 砂田　弘毅 砂田　キヨ子 ｽﾅﾀﾞ　ｺｳｷ ｽﾅﾀﾞ　ｷﾖｺ 茨城県 〇
87 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 〇 〇

113 関口　満 関口　京子 ｾｷｸﾞﾁ　ﾐﾂﾙ ｾｷｸﾞﾁ　ｷｮｳｺ 千葉県 〇
161 瀬野　威郎 瀬野　照美 ｾﾉ　ﾀｹｵ ｾﾉ　ﾃﾙﾐ 東京都 〇 〇
8 瀬谷　義文 菊地　美代子 セヤ　ﾖｼﾌﾐ ｷｸﾁ　ﾐﾖｺ 茨城県 〇
64 孫田　裕美 孫田　孝子 ｿﾝﾀ　ﾋﾛﾐ ｿﾝﾀ　ｺｳｺ 東京都 〇

126 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 〇 〇
100 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 〇 〇
6 高橋　修美 高橋　ひとみ ﾀｶﾊｼ　ｵｻﾐ ﾀｶﾊｼ　ﾋﾄﾐ 千葉県 〇

45 滝口　章 松尾　洋子 ﾀｷｸﾞﾁ　ｱｷﾗ ﾏﾂｵ　ﾖｳｺ 千葉県 〇

27 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 〇

105 多田　耕一郎 酒井　里子 ﾀﾀﾞ　ｺｳｲﾁﾛｳ ｻｶｲ　ｻﾄｺ 茨城県 〇 〇 〇

131 田中　弘 上野　奈加子 ﾀﾅｶ　ﾋﾛｼ ｳｴﾉ　ﾅｶｺ 千葉県 〇
50 田中　通夫 田中　耀子 ﾀﾅｶ　ﾐﾁｵ ﾀﾅｶ　ﾖｳｺ 茨城県 〇
77 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 〇 〇
18 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 〇 〇

133 土田　一郎 土田　幸代 ﾂﾁﾀ　ｲﾁﾛｳ ﾂﾁﾀ　ｻﾁﾖ 茨城県 〇 〇
83 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 〇

91 土屋　隆司 土屋　政代 ﾂﾁﾔ　ﾀｶｼ ﾂﾁﾔ　ﾏｻﾖ 千葉県 〇
114 寺島　二郎 田村　一美 ﾃﾗｼﾏ　ｼﾞﾛｳ ﾀﾑﾗ　ｶｽﾞﾐ 千葉県 〇
51 富田　節男 静　玉栄 ﾄﾐﾀ　ｾﾂｵ ｼｽﾞｶ　ﾀﾏｴ 茨城県 〇 〇
7 中川　宗男 中川　京子 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾑﾈｵ ﾅｶｶﾞﾜ　ｷｮｳｺ 千葉県 〇 〇 〇
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136 永島　広勝 川野　益美 ﾅｶﾞｼﾏ　ﾋﾛｶﾂ ｶﾜﾉ　ﾏｽﾐ 千葉県 〇
111 長塚　一喜 長塚　恵子 ﾅｶﾞﾂｶ　ｶｽﾞﾖｼ ﾅｶﾞﾂｶ　ｹｲｺ 神奈川県 〇 〇
145 名切　秀男 磯部　正子 ﾅｷﾘ　ﾋﾃﾞｵ ｲｿﾍﾞ　ﾏｻｺ 茨城県 〇 〇
168 縄田　春雄 縄田　和恵 ﾅﾜﾀ　ﾊﾙｵ ﾅﾜﾀ　ｶｽﾞｴ 千葉県 〇
144 西村　拓一 佐野　八重子 ﾆｼﾑﾗ　ﾀｸｲﾁ ｻﾉ　ﾔｴｺ 神奈川県 〇 〇
173 西山　隆 石金　美津子 ﾆｼﾔﾏ　ﾀｶｼ ｲｼｶﾈ　ﾐﾂｺ 千葉県 〇 〇
23 乳井　勝男 乳井　光子 ﾆｭｳｲ　ｶﾂｵ ﾆｭｳｲ　ﾐﾂｺ 茨城県 〇
88 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 〇 〇
148 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 〇
20 根本　惺 三戸　京子 ﾈﾓﾄ　ｻﾄﾙ ﾐﾄ　ｷｮｳｺ 千葉県 〇 〇 〇
73 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 〇 〇
56 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 〇
118 野口　道世 池田　洋子 ﾉｸﾞﾁ　ﾐﾁﾖ ｲｹﾀﾞ　ﾖｳｺ 千葉県 〇 〇
66 野地　次男 野地　洋子 ﾉﾁ　ﾂｸﾞｵ ﾉﾁ　ﾖｳｺ 東京都 〇 〇

78 野村　武史 梁川　知世 ﾉﾑﾗ　ﾀｹｼ ﾔﾅｶﾞﾜ　ﾄﾓﾖ 千葉県 〇 〇
142 長谷川　末広 渡辺　文子 ﾊｾｶﾞﾜ　ｽｴﾋﾛ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾌﾐｺ 茨城県 〇
71 畑中　仁 吉田　治枝 ﾊﾀﾅｶ　ﾋﾄｼ ﾖｼﾀﾞ　ﾊﾙｴ 千葉県 〇 〇
110 服部　信和 永井　澄枝 ﾊｯﾄﾘ　ﾉﾌﾞｶｽﾞ ﾅｶﾞｲ　ｽﾐｴ 神奈川県 〇 〇
34 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 〇
36 早崎　光輝 早崎　孝子 ﾊﾔｻｷ　ﾐﾂﾃﾙ ﾊﾔｻｷ　ﾀｶｺ 茨城県 〇
149 林　俊男 林　妙子 ﾊﾔｼ　ﾄｼｵ ﾊﾔｼ　ﾀｴｺ 東京都 〇
183 林田　肇司 林田　正子 ﾊﾔｼﾀﾞ　ｹｲｼﾞ ﾊﾔｼﾀﾞ　ﾏｻｺ 千葉県 〇
174 東山　隆史 小倉　有子 ﾋｶﾞｼﾔﾏ　ﾀｶｼ ｵｸﾞﾗ　ﾕｳｺ 千葉県 〇 〇
47 樋口　勉 斎藤　玲子 ﾋｸﾞﾁ　ﾂﾄﾑ ｻｲﾄｳ　ﾚｲｺ 千葉県 〇
15 日比野　達也 馬場　明美 ﾋﾋﾞﾉ　ﾀﾂﾔ ﾊﾞﾊﾞ　ｱｹﾐ 千葉県 〇 〇
107 平井　四郎 風見　喜美子 ﾋﾗｲ　ｼﾛｳ ｶｻﾞﾐ　ｷﾐｺ 茨城県 〇
35 平沢　一夫 平沢　恵子 ﾋﾗｻﾜ　ｶｽﾞｵ ﾋﾗｻﾜ　ｹｲｺ 茨城県 〇 〇
76 福田　邦夫 中森　陽子 ﾌｸﾀﾞ　ｸﾆｵ ﾅｶﾓﾘ　ﾖｳｺ 千葉県 〇

158 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 〇 〇
89 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 〇
59 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 〇 〇 〇
164 星野　丈夫 渡辺　佳子 ﾎｼﾉ　ﾀｹｵ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾖｼｺ 茨城県 〇 〇

37 星野　実 福村　千賀子 ﾎｼﾉ　ﾐﾉﾙ ﾌｸﾑﾗ　ﾁｶｺ 神奈川県 〇 〇
29 堀江　昭良 堀江　道代 ﾎﾘｴ　ｱｷﾖｼ ﾎﾘｴﾐﾁﾖ 千葉県 〇

160 堀越　重吉 林　芳子 ﾎﾘｺｼ　ｼｹﾞﾖｼ ﾊﾔｼ　ﾖｼｺ 千葉県 〇 〇
17 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 〇 〇

31 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 〇
99 前畑　康三 浅野　倭子 ﾏｴﾊﾀ　ｺｳｿﾞｳ ｱｻﾉ　ﾏｻｺ 東京都 〇
155 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 〇
33 松井　嘉樹 松井　陽子 ﾏﾂｲ　ﾖｼｷ ﾏﾂｲ　ﾖｳｺ 神奈川県 〇
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41 松下　雅彦 松下　久美子 ﾏﾂｼﾀ　ﾏｻﾋｺ ﾏﾂｼﾀ　ｸﾐｺ 東京都 〇
10 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 〇
70 松戸　健治 平間　玲子 ﾏﾂﾄﾞ　ｹﾝｼﾞ ﾋﾗﾏ　ﾚｲｺ 千葉県 〇 〇
40 松永　匡史 宮内　美佐子 ﾏﾂﾅｶﾞ　ﾏｻｼ ﾐﾔｳﾁ　ﾐｻｺ 千葉県 〇

102 松村　俊朗 永山　あけみ ﾏﾂﾑﾗ　ﾄｼﾛｳ ﾅｶﾞﾔﾏ　ｱｹﾐ 茨城県 〇 〇
151 松本　雅博 森川　直美 ﾏﾂﾓﾄ　ﾏｻﾋﾛ ﾓﾘｶﾜ　ﾅｵﾐ 東京都 〇 〇
121 三浦　邦夫 三浦　純子 ﾐｳﾗ　ｸﾆｵ ﾐｳﾗ　ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 〇
106 水沼　文 水沼　幸 ﾐｽﾞﾇﾏ　ﾌﾞﾝ ﾐｽﾞﾇﾏ　ﾕｷ 千葉県 〇
2 村井　清司 氏家　みや子 ﾑﾗｲ　ｾｲｼﾞ ｳｼﾞｲｴ　ﾐﾔｺ 千葉県 〇 〇

138 森　信人 斉藤　成子 ﾓﾘ　ﾉﾌﾞﾋﾄ ｻｲﾄｳ　ｼｹﾞｺ 千葉県 〇
5 森　泰宏 石崎　常美 ﾓﾘ　ﾔｽﾋﾛ ｲｼｻﾞｷ　ﾂﾈﾐ 茨城県 〇

181 森岡　一雄 松浦　京子 ﾓﾘｵｶ　ｶｽﾞｵ ﾏﾂｳﾗ　ｷｮｳｺ 茨城県 〇
169 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 〇 〇
14 守山　佳秀 守山　美子 ﾓﾘﾔﾏ　ﾖｼﾋﾃﾞ ﾓﾘﾔﾏ　ﾖｼｺ 静岡県 〇 〇
74 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 〇 〇
186 柳　学 柳　房子 ﾔﾅｷﾞ　ｶﾞｸ ﾔﾅｷﾞ　ﾌｻｺ 東京都 〇
115 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 〇 〇
53 山口　正昭 山口　睦子 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾏｻｱｷ ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾑﾂｺ 埼玉県 〇
185 山口 正昭 竹田　和恵 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾏｻｱｷ ﾀｹﾀﾞ　ｶｽﾞｴ 千葉県 〇 〇
42 山崎　友義 冨田　順子 ﾔﾏｻﾞｷ　ﾄﾓﾖｼ ﾄﾐﾀﾞ　ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 〇 〇
119 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 〇 〇
134 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 〇 〇
26 横溝　國男 横溝　千賀 ﾖｺﾐｿﾞ　ｸﾆｵ ﾖｺﾐｿﾞ　ﾁｶ 千葉県 〇
16 吉田　浩二 大楽　千恵子 ﾖｼﾀﾞ　ｺｳｼﾞ ﾀﾞｲﾗｸ　ﾁｴｺ 千葉県 〇 〇
68 吉田　幸平 保坂　恵美子 ﾖｼﾀﾞ　ｺｳﾍｲ ﾎｻｶ　ｴﾐｺ 埼玉県 〇 〇
152 渡辺　修二 渡辺　敦子 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼｭｳｼﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱﾂｺ 千葉県 〇 〇
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