
月曜   午前 部 月曜   午後 部

氏名 地区 団体名 氏名 地区 団体名
 相田 重子 西地区      天野 美恵子 西地区 神崎

 青木 玲子 西地区 登戸      石川 晶代 西地区 神崎

 青柳 朋美 東地区      石谷 知子 東地区  茶会

 朝倉 富美子 東地区 高松      伊藤 浩子 南地区 美遊倶楽部

 荒井 香織 東地区        岩切 加代子 北地区           

 飯田    西地区 町田    岩本 直子 南地区 緑 丘  

 石田 和 東地区 竹 子  遠藤 明代 西地区     

 石森    北地区       大塚 美代子 東地区 中野   

 磯田 善子 南地区 久我山      岡西 三佳 西地区       

  市村 美沙 西地区 登戸       奥田 優子 西地区     

  稲積 優子 北地区 小金井     川野 光代 南地区 美遊倶楽部

  岩嵜 満子 西地区          喜瀬 恵子 北地区 東村山市民

  大澤 明美 東地区 中野     熊谷 僚子 西地区        

  大谷 恵美 西地区 登戸       小林 可奈子 北地区 立川市民

  大谷 啓子 南地区 美遊倶楽部   櫻山 尚子 西地区 多摩     

  金子 直子 西地区           佐 木 育代 北地区 立川市民

  河崎 留美子 東地区 立野       佐田 真木子 東地区 大正     目白

  菊池    南地区    桜田   真田 直子 南地区    桜田

  喜田 直美 東地区         佐野 晶子 東地区 富士見台      

  黒木    南地区    櫻田   志田 香 西地区 日野市民

  後藤 由紀子 東地区         篠崎葉子 東地区 富士見台  

  小西 純子 北地区        柴崎美佳子 南地区       

  小林 悦子 東地区         白間 摩理 南地区    

  下川 裕子 東地区         鈴木 友恵 西地区 多摩桜 丘

  霜田 喜美子 西地区       鈴木 紀子 南地区 高井戸      

  霜村 知子 南地区 久我山       高部 明日美 北地区    

  鈴木 敦子 西地区          田尻 直子 北地区 小金井   

  鈴木 佐知子 北地区        立山   子 北地区 立川市民

  高木 郁子 西地区          伊達 直子 西地区     

  田口 敦子 西地区 登戸       田中   子 南地区 緑 丘  

  辻 雅子 西地区       田渕   子 南地区 久我山     

  坪井 美穂 東地区         千葉 美幸 西地区 平山台

  土井 里知子 西地区 府中     戸田    西地区     

  東條 信代 西地区       長嶺陽子 東地区 富士見台  

  中川原 久美子 西地区 登戸       春山    西地区        

  中里 和砂 北地区 東大和        藤井   子 東地区 善福寺公園  

  中野 和子 東地区 高松           藤井 由佳里 西地区     

  成毛 陵子 西地区 府中     松川 未央子 西地区 登戸     

  橋本 明子 西地区         松崎君江 東地区      

  福田 由美子 東地区         宮本 素三子 東地区 立野   

  松崎 郁子 西地区       村田 千代 西地区        

  宮崎 貴子 西地区      森 小百合 北地区           

  宮田 祐子 東地区         森田 順子 南地区 美遊倶楽部

  村瀬 慶子 西地区       矢 崎 明美 南地区 緑 丘

  森 裕子 西地区       山根里香 東地区       

  山口 恵理 南地区 久我山       横田 眞子 西地区         

  山口    北地区       吉田   東地区 高松     

  山本    西地区       渡辺 啓子 東地区 高松   

  横尾 泰江 南地区      渡辺 尚江 西地区     

    渡邊 拡子 北地区      


