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13000903 安藤 正 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｼ 桑原 律子 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾂｺ 神奈川県 B ●

13002762 石井 秀夫 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｵ 有賀 淑子 ｱﾘｶﾞ ﾄｼｺ 東京都 B ●

13003227 石田 真一 ｲｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 鶴 捷子 ﾂﾙ ｶﾂｺ 東京都 B ● ●

13001439 石鍋 榮一 ｲｼﾅﾍﾞ ｴｲｲﾁ 土屋 操子 ﾂﾁﾔ ﾐｻｺ 東京都 A ●

13007009 一ノ瀬 明 ｲﾁﾉｾ ｱｷﾗ 佐々木 千代子 ｻｻｷ ﾁﾖｺ 東京都 ● ●

13003778 稲垣 知宏 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 稲垣 尚美 ｲﾅｶﾞｷ ﾅｵﾐ 東京都 A ●

13000127 井上 一明 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｱｷ 金谷 美津江 ｶﾅﾔ ﾐﾂｴ 神奈川県 A ● ●

13003556 今関 美光 ｲﾏｾﾞｷ ﾖｼﾃﾙ 今関 まり子 ｲﾏｾﾞｷ ﾏﾘｺ 千葉県 B ●

13003179 遠藤 正道 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾐﾁ 川口 二枝 ｶﾜｸﾞﾁ ﾌﾀｴ 東京都 B ●

13003799 大沢 邦肇 ｵｵｻﾜ ｸﾆﾄｼ 廣田 豊子 ﾋﾛﾀ ﾄﾖｺ 神奈川県 B ● ●

13000466 大嶋 良明 ｵｵｼﾏ ﾖｼｱｷ 大嶋 三惠子 ｵｵｼﾏ ﾐｴｺ 神奈川県 B ● ●

13003003 大野 剛志 ｵｵﾉ ﾂﾖｼ 井出 真理 ｲﾃﾞ ﾏﾘ 神奈川県 A ● ●

13002784 岡田 晶己 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾐ 岡田 眞利子 ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｺ 神奈川県 C ●

13001606 荻野 髙重 ｵｷﾞﾉ ﾀｶｼｹﾞ 才本 ふじ子 ｻｲﾓﾄ ﾌｼﾞｺ 神奈川県 B ● ●

13003053 亀井 健二 ｶﾒｲ ｹﾝｼﾞ 末武 美鈴 ｽｴﾀｹ ﾐｽｽﾞ 神奈川県 C ●

13002113 菊地 健男 ｷｸﾁ ﾀｹｵ 河内 登志子 ｶﾜﾁ ﾄｼｺ 神奈川県 A ● ●

13002582 駒﨑 俊司 ｺﾏｻﾞｷ ﾄｼｼﾞ 山口 雪恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷｴ 東京都 A ●

13000859 小山 豊 ｺﾔﾏ ﾕﾀｶ 小山 啓子 ｺﾔﾏ ｹｲｺ 東京都 B ● ●

13000035 齋藤 実 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ 齋藤 千枝子 ｻｲﾄｳ ﾁｴｺ 東京都 A ●

19000122 四宮 権一 ｼﾉﾐﾔ ｹﾝｲﾁ 尾形 徳子 ｵｶﾞﾀ ﾉﾘｺ 東京都 ● ●

13000808 白戸 隆雄 ｼﾛﾄ ﾀｶｵ 織田 ちえ子 ｵﾀﾞ ﾁｴｺ 神奈川県 B ● ●

13003738 新田見 幸治郎 ｼﾝﾀﾐ ｺｳｼﾞﾛｳ 森 貞子 ﾓﾘ ｻﾀﾞｺ 東京都 A ●

13003581 瀬戸 正文 ｾﾄ ﾏｻﾌﾐ 高橋 和子 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｺ 埼玉県 B ●

13002497 田玉 仁 ﾀﾀﾞﾏ ﾋﾄｼ 田玉 公子 ﾀﾀﾞﾏ ｷﾐｺ 東京都 A ●

13003739 伊達 広一 ﾀﾞﾃ ﾋﾛｶｽﾞ 日比谷 光子 ﾋﾋﾞﾔ ﾐﾂｺ 神奈川県 A ●

13003021 永井 純三 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 永井 美智子 ﾅｶﾞｲ ﾐﾁｺ 東京都 B ●

17000001 中村 エドワード 漸 ﾅｶﾑﾗ ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ｾﾞﾝ 中村 エリザベス 永理 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｴﾘ 東京都 ●

13003145 西 幸作 ﾆｼ ｺｳｻｸ 田上 ユミ ﾀﾉｳｴ ﾕﾐ 埼玉県 A ●

13002897 萩原 俊二 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｭﾝｼﾞ 萩原 陽子 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｳｺ 東京都 A ●

13003312 長谷川 政 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｼ 長谷川 みち子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾁｺ 千葉県 A ●

13007013 東 克美 ﾋｶﾞｼ ｶﾂﾐ 野口 美代子 ﾉｸﾞﾁ ﾐﾖｺ 神奈川県 D ●

13003609 福岡 周一郎 ﾌｸｵｶ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 相場 節子 ｱｲﾊﾞ ｾﾂｺ 東京都 A ● ●

13000014 福原 芳昭 ﾌｸﾊﾗ ﾖｼｱｷ 菊地 恵美子 ｷｸﾁ ｴﾐｺ 神奈川県 A ●

13000436 福本 宗茂 ﾌｸﾓﾄ ﾑﾈｼｹﾞ 福本 幸代 ﾌｸﾓﾄ ｻﾁﾖ 神奈川県 C ● ●

13000010 藤江 貞治 ﾌｼﾞｴ ﾃｲｼﾞ 藤江 加代子 ﾌｼﾞｴ ｶﾖｺ 神奈川県 A ●

13003746 藤田 幹郎 ﾌｼﾞﾀ　ﾐｷｵ 藤田 久子 ﾌｼﾞﾀ ﾋｻｺ 神奈川県 B ● ●

19000125 古屋 頼尚 ﾌﾙﾔ ﾖﾘﾋｻ 青野 はるみ ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ 神奈川県 ●

13001019 前田 信春 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾌﾞﾊﾙ 松本 弓子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾐｺ 東京都 A ●

13003826 明賀 伊織 ﾐｭｳｶﾞ　ｲｵﾘ 岡田 くるみ ｵｶﾀﾞ ｸﾙﾐ 茨城県 D ● ●

13001547 村社 一夫 ﾑﾗｺｿ ｶｽﾞｵ 村社 恵子 ﾑﾗｺｿ ｹｲｺ 神奈川県 C ●

19000123 森 康次 ﾓﾘ ﾔｽｼﾞ 星野 すみれ ﾎｼﾉ ｽﾐﾚ 東京都 ●

19000124 柳 賢治 ﾔﾅｷﾞ ｹﾝｼﾞ 小平 佳代 ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾖ 東京都 ●

13003564 山崎 昇義 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾖｼ 関口 孝子 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｺ 埼玉県 A ● ●

13000167 山田 敏司 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｼﾞ 坂本 泉美 ｻｶﾓﾄ ｲｽﾞﾐ 東京都 B ●

13002247 山田 博志 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 後藤 雅代 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾖ 神奈川県 B ● ●

13003833 山本 一 ﾔﾏﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 細野 雅代 ﾎｿﾉ ﾏｻﾖ 東京都 N ●

13003109 吉田 篤正 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾏｻ 吉田 晃子 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙｺ 神奈川県 A ● ●
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13002762 石井 秀夫 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｵ 有賀 淑子 ｱﾘｶﾞ ﾄｼｺ 東京都 A ●

13000127 井上 一明 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｱｷ 金谷 美津江 ｶﾅﾔ ﾐﾂｴ 神奈川県 A ●

13003556 今関 美光 ｲﾏｾﾞｷ ﾖｼﾃﾙ 今関 まり子 ｲﾏｾﾞｷ ﾏﾘｺ 千葉県 C ●

13003799 大沢 邦肇 ｵｵｻﾜ ｸﾆﾄｼ 廣田 豊子 ﾋﾛﾀ ﾄﾖｺ 神奈川県 C ●

13003003 大野 剛志 ｵｵﾉ ﾂﾖｼ 井出 真理 ｲﾃﾞ ﾏﾘ 神奈川県 D ● ●

13002784 岡田 晶己 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾐ 岡田 眞利子 ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｺ 神奈川県 B ●

13003053 亀井 健二 ｶﾒｲ ｹﾝｼﾞ 末武 美鈴 ｽｴﾀｹ ﾐｽｽﾞ 神奈川県 D ●

13002582 駒﨑 俊司 ｺﾏｻﾞｷ ﾄｼｼﾞ 山口 雪恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷｴ 東京都 A ●

13000859 小山 豊 ｺﾔﾏ ﾕﾀｶ 小山 啓子 ｺﾔﾏ ｹｲｺ 東京都 C ● ●

13000808 白戸 隆雄 ｼﾛﾄ ﾀｶｵ 織田 ちえ子 ｵﾀﾞ ﾁｴｺ 神奈川県 B ● ●

13003263 関口 裕之 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 関口 美也子 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾔｺ 神奈川県 A ●

17000001 中村 エドワード 漸 ﾅｶﾑﾗ ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ｾﾞﾝ 中村 エリザベス 永理 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｴﾘ 東京都 ●

13002897 萩原 俊二 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｭﾝｼﾞ 萩原 陽子 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｳｺ 東京都 C ●

19000121 長谷川 洸平 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 李 鴻恩 ﾘ ｺｳｵﾝ 埼玉県 ●

13003312 長谷川 政 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｼ 長谷川 みち子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾁｺ 千葉県 C ●

13007013 東 克美 ﾋｶﾞｼ ｶﾂﾐ 野口 美代子 ﾉｸﾞﾁ ﾐﾖｺ 神奈川県 D ●

13000010 藤江 貞治 ﾌｼﾞｴ ﾃｲｼﾞ 藤江 加代子 ﾌｼﾞｴ ｶﾖｺ 神奈川県 B ●

13003746 藤田 幹郎 ﾌｼﾞﾀ　ﾐｷｵ 藤田 久子 ﾌｼﾞﾀ ﾋｻｺ 神奈川県 D ●

13001547 村社 一夫 ﾑﾗｺｿ ｶｽﾞｵ 村社 恵子 ﾑﾗｺｿ ｹｲｺ 神奈川県 B ●

13003564 山崎 昇義 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾖｼ 関口 孝子 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｺ 埼玉県 B ●

13003833 山本 一 ﾔﾏﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 細野 雅代 ﾎｿﾉ ﾏｻﾖ 東京都 N ●
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