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B 平成10年 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 小川 野村 頼藤 野中 西田 岩嶋 榊原 天木 竹林 石見 和田 村松 小野 小川 徳永 岩嶋 榊原 天木
伊藤尚子
(竹林)

石見隆 和田　義教

2-1 叶 北岡 飯田 寺田 米岡 小笹 山田 田窪 難波 小澤 濱本 高山 鶴田 三田村 細谷 三田 江川 児玉 篠山智生 西田明弘 野口　雅司

2-2 川島 大萱 松阪泰英 白土文久 西村　友晴

3 大前 渡部 佐藤 高橋 鈴木 辻 桒原 小出 穴太 徳島 中田 山内 増田 田中 藤本 湯川 川口
大前良

一
渡部泰子 佐藤章 高橋　　要

4 上田 奥本 矢野 黒田 八木 尾仲 飯田 岡村 堀 吉阪 福田 内海 北端 鮎澤 上田 寺田 高井 黒田 八木義博 柏木英彦 三室　浩嗣

5 鈴木 塚崎 荒川 増井 冨山 大西 山田 保科 橋本 村中 前田 米本 近持 松浦 松本 梅山 塚崎 高橋 増井信幸 冨山善文 伊奈　太一郎

6 黒田 西河 植田 平腰 山田 菱田 松本 中山 飯田 天白 大前 石橋 黒田 西河 植田 平腰 山田 菱田 松本盛行 矢形敦史 石塚　　強

7 菅 高橋 山田 小畠 林 井尻 日越 八木 福士 畠口 谷山 小屋根 後藤 青木 高山 菊川 菅 白藤 鄭燦範 坂部雄三 江崎　良太

8 植村 山口 阪原 芦田 新井 塩見 坪井 中川 細見 乾 尾崎 山岸 藤田 五島 川崎 寺尾 長坂 植村 古賀毅朗 中川玲子 細見　優子

9 井 山下 岩井 斉藤 辻井 森川 山本 国西 中道 井 山下 澤田 斉藤 辻井 小田 山本 片岡 枝 矢本将人 斉藤勝 山本　彰良

10 辻 三宮 中田 梶 日比 田中 並木 長嶋 植月 山根 豊田 菊池 大谷 浜渕 竹村 辻 関谷 池田 梶 倫子 日比雅夫 田中　作彦

11 吉田 小武 竹中 小寺 山口 平田 中本 森田 柴崎 伊藤 則武 吉田 小武 平田 橋本 伊延 山田 山口 柴崎節子 伊藤嘉男 森田　邦夫

12 納 藤井 小田切 牟田 志水 瀬戸 岩本 稲井 酒井 杉森 小田 都出 藤井 小田切 牟田 瀬戸 浅野 植月 岩本博美 酒井広美 杉森　直子

13 諏佐 光森 小林 小野 野谷 波部 田邊 中井 中島 竹内 丸橋 北尾 藤田 諏佐 光森 藤田 小野 野谷 田辺久恵 中井英治 丸橋　道之

14 藤井 長尾 門野 金田 伊藤 大久保 中島 徳田 三原 大槻 藤井 金田 伊藤 大久保 中島 宮野 徳田 吉川
大槻みゆ

き
黒田侑季 藤井　健治

15 虎頭 小林 比舎 中尾 桐山 大崎 青野 谷地 泉 児玉 天池 滝 軽部 奥村 虎頭 小林 奥村 比舎
中尾よし

み
桐山豊子 青野　久美子

16 上村 近田 柳 畑 今村 中川 小林 磯部 中川 沼田 辻井 八木 八木 北脇 上村 中井 畑 今村
中川可津

子
小林誠 中川　昌次

17 西河 中田 森本 小島 大橋 谷口 安孫子 杉本 仁賀 松尾 井村 久保 中村 竹島 藤川 古市 中田 森本 松尾朔郎 大橋由明 寺田　真樹

18 芦田 吉原 三橋 三宅 原田 横井 福本 藤井 松本 中澤 萬 小森 梅垣 北村 淀 芦田 川内 中山 三橋康夫 三宅町子 原田　公子

19 仙波 松岡 上田 六塚 星 豆塚 大原 出口 米澤 紺谷 木畑 高瀬 関 仙波 松岡 上田 宮部 星 大原到
片瀬富士

夫
米澤　政純

20 石堂 片山 小川 川瀬 平田 神野 下川 中村 木村 林 菅原 山中 石堂 片山 小川 川瀬 下川 中村
木村百合

子
菅原晶夫 山中　繁

21 福田 島田 山本 西村 門口 福田 中路 門口 海野 西村 大橋 篠田 小野 北川 嶋崎 米沢 三輪 丸山 竹下亘 海野文隆 坂本　由佳

22 安見 小野 北川 嶋崎 米澤 三輪 21ブロックと統合
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