
№ 名前 地区名 小学校 № 名前 地区名 小学校

1 江田　佳央 56 槇　力 国本中央小

2 星野　邦行 57 小林　健志 国本西小

3 大門　良行 58 佐藤　永典 晃宝小

4 関根　房夫 59 大塚　孝幸 豊郷中央小

5 三柴　一朗 60 柳沼　高史 豊郷南小

6 湯澤　史江 61 遠藤　利明 豊郷北小

7 海老原　信夫 62 岡田　武久 海道小

8 柳田　里美 63 福田　幸宏

9 根岸　ゆき 64 入江　利岐

10 笹渕　和行 65 手塚　誠

11 小倉  ひろみ 66 神山　暁

12 湯澤　弘典 67 坂寄　俊行 瑞穂野北

13 茂木　正義 68 栁田　利夫 瑞穂野南

14 田切　康夫 69 鱒渕　幸子 瑞穂台小

15 林　聖一 細谷小 70 大森　満徳 清原北小

16 廣瀬　則子 上戸祭小 71 永野　重三 清原中央小

17 川口　慈高 宝木小 72 手塚　不二雄 清原東小

18 原田　一樹 西が岡小 73 高塩　智行 清原南小

19 福田　和弘 74 阿久津　康弘 ゆいの杜小

20 岡田　健男 75 岡田　明雄 横川西小

21 鈴木　ヤス子 76 山口　隆 横川中央

22 佐藤　睦義 77 菅沼　幸三 横川東小

23 小畑　照子 78 荒井　伸一 姿川中央小

24 高江柄 誠 79 佐藤　正衛 姿川第１小

25 大島　律子 80 鈴木　肇子 姿川第２小

26 谷口　隆行 81 大森　京子

27 平石　隆行 82 豊泉　幸弘

28 渡邉　廣美 83 小林　秀雄 雀宮中央

29 大橋　英夫 84 中野　麻美 雀宮東小

30 橋本　栄 85 舘野　浩之 雀宮南小

31 見目　信三 86 阿久津　一巳 新田小

32 池田　真樹 87 枝　俊男

33 関川　典美 88 宮本　洋子

34 中村　正明 89 北條　成男

35 山崎　崇 90 早川　慎一

36 前田　秀美 91 浜野　正三郎

37 吉村　芳子 92 菊池　幸雄 ソフトボール

38 中西　美 93 阿部　久 テニス

39 柏崎　香 94 佐藤　惠一 ゲートボール

40 中瀬　琢 95 神田　淳子 バレーボール

41 田崎　秀則 96 佐々木　洋二

42 福田　健二 97 倉持　孝夫

43 高橋　隼人 98 池田　真人

44 手塚　泉 99 増子　雅義

45 野澤　幸夫 100 中里　武

46 礒　直久 101 宮本　栄子

47 大谷　辰典 102 鈴木　良一

48 今井　政範 103 碓氷　秀男

49 吉澤　孝雄 平石中央小 104 浅野　薫

50 若林　由則 平石北小 105 藤澤　勝

51 黒瀬　進一 106 羽吉　信夫

52 中山　幹明 107 村上　浩

53 石川　正秋 城山西小 108 手塚　信也

54 荻原　恵一 城山東小 109 長嶋　裕

55 亀井　丈彦 城山中央小 110 小野　恒美
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