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赤松　秀夫 橋本 岩見 清一 大野北 甲斐 敏郎 上溝

浅田　敬治 東林 植原　満雄 清新 加藤 重義 藤野

浅沼　健 橋本 上山　敏明 大野北 加藤　文夫 城山

浅原 和道 光が丘 後田 博美 大野北 門倉　茂 光が丘

阿部　博一 星が丘 浦濵 正和 津久井 金ヶ江 實 星が丘

阿部 真由美 光が丘 江藤 千晴 大沢 上村　雅志 東林

阿部　善博 大野南 江成　義章 田名 亀井 由美子 大野南

新井　佳明 大野中 榎本　康夫 大野南 茅 祐司 横山

有泉　ひとみ 田名 遠藤　郁博 上溝 川上 清茂 大野南

飯塚　聖人 中央 大内　富士夫 上溝 河鍋　義雄 相武台

池田　進 光が丘 大垣　堅造 東林 河本　信昭 清新

石井 博夫 大野北 大川　清志 大野中 川原崎 茂 麻溝

石井　吉彦 相模湖 大小森　義髙 大野北 岸　惣司 麻溝

石川 健吉 横山 太田　清彦 相模台 北　幸人 大野北

石川 泰 光が丘 太田　千絵子 光が丘 久島　計司 相模湖

石田　真実 大沢 大塚　芳明 大野南 久保田 恵美子 新磯

石塚　一夫 橋本 大槻　和弘 相模台 倉島　正和 光が丘

石原　義英 大野南 大貫　勝夫 大沢 桑水流 良光 上溝

板垣　保宏 光が丘 大橋 友美 光が丘 桑原 清 相模台

伊藤　礼治 津久井 岡庭　和廣 中央 国府田　倫行 相模湖

稲毛　一利 大野中 岡本 浩三 星が丘 古寺　力 相武台

井上　幸夫 大野中 岡本 隆久 光が丘 後藤　美智子 中央

今井　俊之 清新 小川　憲男 光が丘 小林　和宏 清新

入江　尚 光が丘 小川　光由 田名 小林　敏子 大野北

岩﨑 三雄 藤野 小嶋　洋 大沢 小林　美千代 光が丘

岩瀬 弘明 横山 小俣　哲夫 相模湖 小林　滿 藤野
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古山 久美子 清新 菅原　康行 光が丘 田中 利久雄 相武台

今　しのぶ 中央 杉田　進 中央 谷 和夫 光が丘

今　良弘 大野北 杉山 壽一 大野南 田村　政喜 中央

近藤 章子 横山 鈴木 徹 藤野 丹　由美 橋本

紺野 豊 大野北 鈴木 初江 大野北 千木 捷次 光が丘

斎藤 勇 光が丘 鈴木 正明 大野北 中禮 和海 光が丘

齋藤　輝夫 上溝 鈴木　正博 相模台 土田 達也 大野中

三枝　公雄 大野南 鈴木 友理子 橋本 土屋　晴美 麻溝

酒匂　隆 相模台 鈴野　茂 麻溝 角田　康夫 光が丘

坂本 学 中央 瀬尾　守一 相武台 手塚　皇 大野北

佐久間　昭彦 大野北 瀬川 晴三 中央 寺園 雄太 市外

佐々木 歩 光が丘 関　光子 小山 徳永　翔 中央

佐々木　敏裕 清新 関口　邦夫 小山 土橋　民樹 光が丘

佐々木　政二三 田名 高木　博見 東林 長井　清武 橋本

佐藤　純 大野中 髙木　喜秋 大野北 中尾　健吾 清新

佐藤　由利子 光が丘 髙﨑　久幸 藤野 中川　豊 橋本

佐藤 理香 上溝 高嶋 達樹 光が丘 永椎　優子 光が丘

四井　恒夫 津久井 髙橋 和則 光が丘 中島 英雄 新磯

塩澤　孝裕 橋本 髙橋　健一 大野中 中臺　博 麻溝

塩尻　君子 橋本 髙橋 研 光が丘 中橋 啓明 相模台

篠﨑　脩一 田名 高間　正太 大野南 中村　永一 上溝

司馬 肇 中央 竹内 一三 相武台 中村　修治 光が丘

竹内　俊博 東林 中村　吉和 新磯

島　勇 大野中 田所 賢樹 星が丘

白井　易 橋本 田中　伸一 小山 西川　知美 橋本

菅原　恵美子 光が丘 田中 昌洋 光が丘 西口　卓也 大野中
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野口　道生 光が丘 堀口　眞 光が丘 柳本　映里子 大野北

野﨑　篤子 中央 正谷　絵美 光が丘 矢野　宏一 麻溝

能登　景一 清新 増田 勝広 大野北 矢吹　和男 清新

野村　辰美 田名 松井　淳一郎 大野北 山尾　堯千 小山

萩原　昭夫 上溝 松木　和枝 大野北 山形　文明 大野南

萩原　久邦 光が丘 松田 康輔 相模台 山口　一典 大沢

橋本 邦子 大野北 松平 菜保子 橋本 山口　遥奈 清新

長谷川　晃 中央 眞野 陽祥 市外 山崎　幸治 大野南

長谷川　元宏 麻溝 丸山　克己 横山 山﨑　浩則 橋本

服部　恵美 清新 三角　哲嗣 城山 山戸田 貢市郎 清新

花岡 義憲 大野北 港谷　武広 中央 山中　森勝 清新

林　富夫 大沢 南　雄二 光が丘 山村　榮志 大野北

原　孝 橋本 宮川　裕之 田名 山本 恵美子 上溝

原田 文雄 横山 宮崎　洋 光が丘 結城 智洋 大野北

菱中　了儀 東林 宮津　敏信 大野北 横山 光男 橋本

肥田 悟 大野中 向田　昭彦 大野北 吉澤 政雄 新磯

深見 雅典 光が丘 村松 映介 光が丘 吉田 利基 大野中

福澤　祥二 光が丘 籾山　雅夫 大野中 吉村 公一 横山

福田 忠文 東林 盛 黄策 横山 脇川　信勝 上溝

藤井 登 光が丘 森　広輝 横山 和田　英子 星が丘

藤井　寛 橋本 森崎　亜矢子 大野北 和田　州治 光が丘

藤原　治 東林 森﨑　賢二 星が丘 渡辺　雅之 東林

藤原 一徳 大野南 森崎　フサエ 大野北 和智　泉 橋本

古郡 清次 津久井 八木 不二夫 相武台 藁谷　房男 中央

星　清次 小山 矢代 幸雄 城山

堀江　宏美 光が丘 矢田 智信 新磯


