
           抽選結果           

 参加者    

代表者氏名 地区 所属 会員番号 会員番号   氏名 地区 所属 会員番号

 福田 敬子 南地区           伊藤 聖子 南地区           

 小林 亜子 西地区 府中         森 真里 西地区 府中         

 神原 政子 西地区             岡崎 泰子 西地区             

 樋口 千秋 北地区            波崎    北地区            

 赤平 美佳子 南地区    櫻田倶楽部       中島 伊津子 南地区    櫻田倶楽部       

 荒井 香織 東地区             石谷 知子 東地区  茶会       

 田辺 由美子 北地区               森本 加代子 北地区               

 山田 和江 南地区          長島 里枝 南地区             

 殿山   子 南地区          堤   子 南地区           

  緒方 輝代 北地区 東久留米市民       吉田 由美 北地区 東久留米市民       

  村田 千代 西地区              志田 香 西地区 日野市民       

  増田 好恵 西地区           椎原 有子 北地区               

  佐藤 君江 西地区 日野市民       中野 映美 北地区            

  品田 康子 南地区           宮下 香津美 南地区           

  横田 有美 東地区              山田   東地区              

  川崎   子 北地区          竹内 容子 北地区             

  澤田    北地区 東大和            木須 和代 北地区 東大和            

  大塚 美代子 東地区 中野         久保   子 東地区 中野         

  野村 里香 南地区 神宮       松田 千明 南地区 神宮       

  梅崎 直子 東地区 大正     目白       松平 直子 東地区 大正     目白       

  横田 眞子 西地区               丸茂 優子 北地区             

  池本 亜紀 西地区              大西 智代 西地区              

  笹尾 庸子 南地区             橋村 吾土子 南地区             

  宮田 祐子 東地区             高浜 由香 東地区 高松         

      待  

       出         番号順 担当者   連絡    

      待   辞退   方 支部                                知  下   

代表者氏名 地区 所属 会員番号 会員番号   氏名 地区 所属 会員番号

 林 千早 西地区           永峰 裕子 西地区           

 玉川 弥生 東地区             森 章子 東地区 中野         

 小西 純子 北地区            鈴木 佐知子 北地区            

 猿田 久美 南地区 久我山           福澤 和代 南地区 国立霞 丘       

 米山 直美 北地区              小林 千恵子 北地区              

 尾崎 陽子 南地区 緑 丘         山中 裕子 南地区 緑 丘         

 佐藤 律子 東地区             杉森 典子 東地区             

 奥村 律子 西地区 狛江          真部 裕美 西地区 狛江          

 野田 恵子 東地区 中野         熊野 美津子 東地区 中野         

  伊澤    西地区           高野 尚子 西地区 若林       

  蝦名 律子 西地区           折橋 亨代 西地区           

  田口 敦子 西地区 登戸           沓澤 陽子 西地区 登戸           

  沼田 美保子 南地区 久我山           脇屋 直子 南地区 久我山           

  中崎 智恵子 西地区           吉田 雅恵 西地区           

  三村 優樹子 南地区          塚本 多佳子 東地区              

  平岩 恭子 東地区             米山 英倫子 東地区             

  山口 幸恵 西地区 登戸           小川 郁子 西地区              

  登 明美 西地区                     丸野 泉 北地区                    


