
第２５回交歓会チーム編成 ○はチームリーダー　☆は理事

【男子】 【女子】
氏名 所属 氏名 所属

11 牧野  修一 呉羽 11 服部  亜沙美 岩瀬
12 ○ 吉田  真也 池多 12 杉林  香織 八幡
13 森本　暁 安野屋 13 永野  良子 藤ノ木
14 黒田  真悟 熊野 14 中村  厚美 東部
15 谷上　奨 ﾌﾞﾗｯｸｶｯﾊﾟｰｽﾞ 15 ｼｪｰﾌｧｰ  智代 柳町
16 ☆ 京井  正紀 五福 16 田辺  友紀子 堀川南
21 坂井  裕行 浜黒崎 17 ○ 畑野  有美子 ﾌﾞﾗｯｸｶｯﾊﾟｰｽﾞ
22 打田　守 五福 18 ☆ 島田  由美子 神明
23 保田  昌茂 豊田 21 ○ 小林　郁 岩瀬
24 ○ 畑野  清光 ﾌﾞﾗｯｸｶｯﾊﾟｰｽﾞ 22 森崎  千恵美 愛宕
25 ☆ 室谷  一成 愛宕 23 打田  陽子 五福
26 ☆ 水島  義仁 桜谷 24 水野  典子 藤ノ木
31 三原  公也 八幡 25 安喰  由香里 東部
32 田近  尚之 愛宕 26 藤井  三起子 堀川南
33 早借  弘純 豊田 27 ☆ 吉江  佐和子 東部
34 ○ 東福  光史 藤ノ木 28 ☆ 西田  眞知子 熊野
35 土田　実 ﾌﾞﾗｯｸｶｯﾊﾟｰｽﾞ 31 ○ 杉森  愛子 愛宕
36 ☆ 柵  　正博 五番町 32 栗林  智代 豊田
41 葛島  颯人 五福 33 長井  裕子 東部
42 西川  勇翔 五福 34 森田  明美 柳町
43 近岡　晃 豊田 35 真鍋  洋子 光陽
44 ○ 大島  聡太 五番町 36 江尻  博子 月岡
45 水野  篤史 柳町 37 北野  京子 栄クラブ
46 ☆ 村上  広美 藤ノ木 38 ☆ 蓑輪  早智子 ﾌﾞﾗｯｸｶｯﾊﾟｰｽﾞ
51 ○ 光岡  博文 柳町 41 川本  こよみ 愛宕
52 宗形  賢吾 堀川南 42 ○ 花井  容子 藤ノ木
53 広岡  政茂 太田 43 古賀  麻美 東部
54 新井　進 新保 44 島崎  幸恵 柳町
55 ☆ 尾島  達之 三郷 45 仲江  雪江 光陽
56 ☆ 石川  雅一 熊野 46 黒部  一美 ﾍﾟｱﾌﾚｯｼｭ
61 原  　威徳 太田 47 岩島　路子 栄クラブ
62 添田  優秀 新保 48 ☆ 八ツ橋  ひろ子 四方
63 瀧川  春紀 熊野 51 堀  千賀子 浜黒崎
64 ○ 勝裕　彰 熊野 52 石田  恵子 四方
65 ☆ 田村  哲朗 東部 53 中橋  悦子 豊田
66 ☆ 松浦  良一 柳町 54 ○ 村井  朋子 藤ノ木
71 和泉  智弘 愛宕 55 飯田  実乃里 東部
72 中村  友和 太田 56 伊東  奈緒美 東部
73 畠中　広 新保 57 山田  弘美 光陽
74 ○ 坪田  尚平 熊野 58 ☆ 田苅  絹代 豊田
75 ☆ 林  　茂知 安野屋 61 黒田  真由美 岩瀬
76 ☆ 日下部  宏昌 東部 62 近藤  千恵子 呉羽
81 若林  正浩 呉羽 63 中土  潔美 東部
82 川端　宏 東部 64 扇谷  理栄 柳町
83 中田  守之 熊野 65 池田  望 柳町
84 ○ 中崎  義博 熊野 66 ○ 原田  有香 堀川南
85 ☆ 森  　洋一 太田 67 兵士  祐美 太田
86 ☆ 野口  一郎 堀川南 68 ☆ 故木  育子 熊野

71 横江  宏子 岩瀬
72 古川  千賀子 八幡
73 広川  由美子 愛宕
74 牧野  由記子 東部
75 松枝  美佐子 光陽
76 ○ 辰本  葉子 熊野
77 本郷  君枝 ﾌﾞﾗｯｸｶｯﾊﾟｰｽﾞ
78 ☆ 中根  貴子 堀川南
81 笹倉  貴子 愛宕
82 佐藤  かをる 豊田
83 荻田  美和子 東部
84 金田  まゆみ 堀川南
85 兵士  恵子 太田
86 ○ 竹中  智子 熊野
87 南  久美 ﾌﾞﾗｯｸｶｯﾊﾟｰｽﾞ
88 ☆ 井田  のき乃 ﾍﾟｱﾌﾚｯｼｭ
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