
          

 級当選者    組 

 横内 知加子 宮本 寿美枝               江原 孝子  渕脇 里美       

 宮崎     石川 晶代  中山  神崎    渡辺 恵美子 廣岡 美智子         

 礒部 里美  高橋 聖名子 井 頭     梅原 千佳子 高浜 由香  田園 高松    

 千葉 美幸  林 景子  平山台        長橋 順子  遠山 宗子  登戸      

 半田     本間 玲子  小金井         大塚 亜弥子 秋本 典子  富士見台      

 古田 英子  重松 孝子  緑 丘       自見 美奈子 山口 桂子       

 野崎 美紀  菊地原 眞紀 町田      渡辺 由美子 松尾 喜代美     

 冨士原 由佳 滝沢 紀子                   川部     小野田 貴子      

 浅井 貴子  秋元              手塚 智子  阿久津 起子 西 丘       

  齋藤 真美子 益本           浅沢 美由紀 伊藤 英子  府中    

  内山 邦子  山本 綾子          渡辺   子  福田 祐子  緑 丘      

  黒木     中島 弘子     櫻田    藤本 衣津子 大戸井 志津子         

  今村 京子  中村 美恵子 東久留米市民       今井 睦美  黒崎 奈保美         

  佐 木 美奈子  宮地 亜子  登戸        穴井 直美  為沢 祐子            

  水野 房枝  坂詰 美加子 多摩桜 丘     花村 恵  伊藤 仁美       

  坂田 香  辻 倫子  田園    木下 千鶴子 塩田 広美            

  武藤 洋子  中田 英子              中野 由美  鳥居 美奈子     

  荒井 香織  河崎 留美子       立野      筧 理恵子  南部 雅子         

  吉原 順子  長沢                     谷野 淳子  堀 奈緒美  井 頭   

  羽藤 薫  光藤 奈津子 小金井         鎌田 恵代  村田 順子       

  品田 康子  宮下 香津美            柏谷 美奈  藤本 真理        

  出町     長谷川 真澄 緑 丘             上西 尚美  古口 知子  多摩桜 丘       

  吉川 弥生  二羽 真智子           矢島 朋  大澤 明美              

  飯田 祥子  藤村 美香  井之頭     新井 敦子  本田 祐子      

  丸野 泉  角倉 一枝                   川崎 由美子 川島 成美       

  岸根 明子  久野              鈴木 恵子  大久保 多佳子           

  福田 恵美  高井 紀子            増田 好恵  大槻 純子       

  谷村 美和  関原 祐子  東村山市民    中崎 智恵子 東條 信代       

  大野 則子  戸上 佳江           糠賀     春日 弥生        

  高木 美咲子 国府田 三奈 美遊倶楽部        今井 智子  武川 美代子           

     待    組 

 伊澤     高野 尚子       

 宇野 典子  高橋 里江子 久我山            

 池永 容子  貝瀬 愛子            

 古澤 典子  飛田 弓美子        

 神原 政子  佐藤 雅代            

 菅野 聡美  福本           

 鈴木 佐知子 小西 純子        

 小林 恵子  磯西 英子  登戸          

 佐藤 君江  中野 映美                  

  塚本 多佳子 川添 祐子          


