
（第三地区）

211 曽根 裕香 新宿 21 戸澤 俊太郎 練馬 25 宇敷 光弘 武蔵野 5 中村 万里子 小金井

16 米満 ふよう 新宿 239 城戸 直子 練馬 276 難波 教子 武蔵野 217 野口 優子 小金井

228 河合 隆 新宿 42 青山 美奈 練馬 43 塚越 勝久 西東京 22 佐藤 由紀子 小金井

37 川口 泉 新宿 103 河田 孝雄 練馬 244 関戸 伸之 西東京 82 西川 毅 小金井

261 木村 明子 新宿 3 木村 清美 板橋 252 林 孝 西東京 66 藤井 克代 国立

266 阿部 優衣 新宿 206 野川 美智子 板橋 52 櫻井 啓子 西東京 81 嶋崎 貴之 国立

270 岩田 恵介 新宿 216 小林 由里 板橋 264 末川 美幸 西東京 23 梅田 祥江 昭島

274 那須 亮子 新宿 32 淵 すず子 板橋 205 北原 達也 府中 284 鈴木 雄二 昭島

275 猪子 康晴 新宿 40 杉山 善巳 板橋 247 細田 育生 府中 240 狩佐須 完夫 あきる野

99 古俣 貞 新宿 57 桑原 広喜 板橋 250 苫米地 文子 府中 294 来住野 定男 あきる野

100 広部 せい子 新宿 278 名取 理佐 板橋 61 本田 洋二 府中 69 星野 宣子 八王子

204 宮本 和子 文京 285 稲熊 渉 板橋 269 中田 竜平 府中 94 木下 雅美 八王子

246 香川 正明 文京 85 河野 孝典 板橋 272 鳴海 俊一 東大和 302 吉澤 伸幸 八王子

249 川上 雪子 文京 207 発知 康 杉並 98 山田 満雄 東大和 224 小野 和穗 東村山

83 松村 藍 文京 237 森 紀美子 杉並 299 古川 友章 東大和 53 岡村 ひとみ 東村山

287 小竹 宏子 文京 104 植田 直樹 杉並 218 川田 晴己 調布 256 大橋 美穂 東村山

4 三嶋 理恵子 豊島 215 土谷 裕太 北 242 周東 美紀 調布 72 野澤 正子 東村山

46 向井 千恵 豊島 15 佐々木 由加里 北 253 熊谷 玲美 調布 304 沖田 増雄 東村山

48 成田 卓壮 豊島 39 田中 義彦 北 64 湯沢 裕里子 調布 24 相茶 義晴 羽村

63 筒井 潤 豊島 41 小山内 彩乃 北 7 山中 勝文 大宮八幡 225 鈴木 丈雄 多摩

289 小野 美千代 豊島 50 石津 龍一 北 14 市川 玲子 大宮八幡 27 伊野 裕子 多摩

291 橋本 栄子 豊島 290 横手 絹子 北 231 鈴木 恵世 大宮八幡 65 五十子 阿也子 多摩

6 中村 豊 中野 212 松島 弘 町田 44 安田 渉 大宮八幡 214 相田 明美 三鷹

13 佐藤 由浩 中野 12 柴田 里香 町田 51 塚本 陽子 大宮八幡 222 小林 亜紀 三鷹

28 松本 善二郎 中野 213 石崎 英恵 町田 60 石川 ひとみ 大宮八幡 229 中山 利広 三鷹

31 勝間田 理恵 中野 17 板井 秀一 町田 262 三木 達也 大宮八幡 271 中井 靖朗 三鷹

38 町居 真理子 中野 233 森澤 滉 町田 265 林 深雪 大宮八幡 102 髙倉 邦彦 三鷹

258 畠 圭子 中野 33 蒲生 美恵子 町田 282 澤田 樹 大宮八幡 11 岡崎 正人 稲城

58 森 乃理子 中野 254 野中 誠 町田 251 石塚 義人 立川 223 芳野 真理 稲城

80 山崎 泰子 中野 267 渡邉 嗣子 町田 74 水上 郁子 立川 238 鈴木 登志子 稲城

70 福田 公子 町田 232 小野 照美 小平 243 増留 春美 稲城

281 中沢 由恵 町田 45 竹川 芳美 小平 105 石井 利英 東久留米

293 新井 雅枝 町田 56 片平 奈々子 小平 221 竹島 大翔 日大医学部

84 永原 伸之 国分寺 300 山下 さき子 小平
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