
一覧（平成24年10月25日現在）

番号 氏    名 都道府県 市町村

1 相田 仁子 北海道 札幌市東区

2 青木 みどり 東京都 練馬区

3 秋田 ひろ子 北海道 余市町

4 明井 久嘉 北海道 札幌市手稲区

5 浅野 光江 北海道 札幌市北区

6 朝日丘スポーツクラブ 愛知県 豊田市

7 芦澤 悦子 神奈川県 藤沢市

8 阿部 澄子 北海道 網走市

9 有岡 正浩 北海道 札幌市南区

10 安藤 百合子 北海道 札幌市手稲区

11 飯田 博子 北海道 苫小牧市

12 飯塚 広子 北海道 千歳市

13 井尾 百合子 北海道 網走市

14 池田 昱子 北海道 釧路市

15 池田 裕子 北海道 網走市

16 石坂 廣子 北海道 札幌市北区

17 石田 寿之 北海道 札幌市中央区

18 石田 みどり 北海道 帯広市

19 井澗 光子 北海道 札幌市北区

20 市村 フジ子 北海道 札幌市西区

21 伊藤 和子 北海道 旭川市

22 伊藤 和美 北海道 札幌市南区

23 伊藤 千鶴子 東京都 東村山市

24 伊東 幸子 北海道 岩見沢市

25 稲澤 悦子 北海道 釧路市

26 今橋 文子 北海道 釧路市

27 牛島 操子 北海道 美幌町

28 浦崎 真 北海道 留萌市

29 近江 智枝 北海道 札幌市東区

30 大泉 昭子 北海道 函館市

31 大槻 幸利 北海道 網走市

32 大橋 等 北海道 幕別町

33 岡 美輝 北海道 更別村

34 岡田 啓子 北海道 函館市

35 岡部 洋子 北海道 士幌町

36 岡本 ゆみ 北海道 旭川市

37 荻巣 和江 千葉県 佐倉市

38 桶作 髙子 北海道 釧路市

39 長内 喜四三 北海道 札幌市東区

40 小田 一仁 東京都 三鷹市

41 小田 恵子 北海道 江別市

42 小田川 雅一 東京都 三鷹市

43 小野 文子 北海道 札幌市豊平区

44 小野 由佳 北海道 増毛町

45 小野寺 英子 北海道 幕別町

46 帯広ふまねっとの会 北海道 帯広市

47 片石 久美子 北海道 江差町



48 片岡 千鶴 北海道 網走市

49 加藤 恵美子 北海道 北見市

50 角谷 巍啓 北海道 帯広市

51 金谷 恵美子 北海道 札幌市東区

52 加畑 史子 北海道 釧路市

53 鎌田 譲 北海道 釧路市

54 鎌滝 悦子 千葉県 市原市

55 菊地 孝 北海道 札幌市南区

56 木村 定夫 北海道 札幌市中央区

57 工藤 敬生 北海道 函館市

58 河野 芙美子 北海道 札幌市北区

59 小島 三枝子 北海道 旭川市

60 小杉 重宣 北海道 七飯町

61 後藤田 生子 北海道 網走市

62 小林 正興 北海道 札幌市南区

63 齋藤 郁子 北海道 北見市

64 斉藤 やゆみ 北海道 別海町

65 斉藤 ユキ子 北海道 音更町

66 酒井 真紀 宮城県 丸森町

67 坂田 ヨシヱ 北海道 札幌市北区

68 佐川 尚史 北海道 美唄市

69 佐々木 幸子 北海道 斜里町

70 佐佐木 富二子 埼玉県 新座市

71 佐々木 淑枝 北海道 札幌市北区

72 佐々木 玲子 北海道 網走市

73 佐藤 昭則 青森県 弘前市

74 佐藤 清美 北海道 広尾町

75 佐藤 けゑ子 北海道 ニセコ町

76 佐藤 増子 長崎県 佐世保市

77 佐藤 満子 北海道 札幌市豊平区

78 佐藤 悠子 北海道 七飯町

79 佐藤 良則 北海道 釧路市

80 佐野 陽子 北海道 白糠町

81 佐村 龍治 広島県 東広島市

82 佐渡 勝人 北海道 千歳市

83 さわやか健康サロン 北海道 釧路市

84 ３９（サンキュー）会 北海道 日高町

85 三瓶 正子 東京都 三鷹市

86 潮見 シゲ子 北海道 釧路市

87 重野 テル子 埼玉県 東村山市

88 七戸 節子 北海道 小樽市

89 渋沢 スミ 北海道 せたな町

90 島崎 紀子 千葉県 佐倉市

91 島田 恭子 北海道 帯広市

92 周佐 君男 北海道 札幌市白石区

93 白石 勇 北海道 蘭越町

94 白石 さよ 北海道 美幌町

95 神 夏江 北海道 士幌町

96 神内 義光 北海道 網走市



97 杉浦 眞由美 栃木県 矢板市

98 椙下 洋子 北海道 石狩市

99 杉本 勝 北海道 中札内村

100 鈴木 慎治 東京都 三鷹市

101 鈴木 昇 北海道 帯広市

102 鈴木 久子 北海道 音更町

103 鈴木 正子 北海道 札幌市豊平区

104 関 直子 北海道 札幌市北区

105 瀬口 貴子 北海道 北見市

106 瀬野 佳代 東京都 府中市

107 高木 登美子 北海道 千歳市

108 高嶋 秀子 北海道 網走市

109 高嶋 誠 北海道 網走市

110 髙野 紘子 北海道 士幌町

111 高橋 敬子 北海道 旭川市

112 滝口 富美子 北海道 深川市

113 竹内 文 北海道 旭川市

114 武内 カチ子 北海道 帯広市

115 館野 久子 埼玉県 新座市

116 舘林 蝶子 岩手県 遠野市

117 田中 秀子 北海道 釧路市

118 田中 由美子 北海道 釧路市

119 谷井 和恵 北海道 日高町

120 谷口 陽子 北海道 網走市

121 谷地 一子 北海道 釧路市

122 田畑 吉雄 北海道 弟子屈町

123 千葉 澄子 北海道 帯広市

124 月井 ハルミ 北海道 音更町

125 蔦 秀子 北海道 函館市

126 手繰 良子 北海道 根室市

127 寺本 美久 北海道 釧路市

128 土岐 恵美 北海道 帯広市

129 所 美重子 北海道 帯広市

130 中井 智美 北海道 千歳市

131 中島 裕子 北海道 札幌市北区

132 中野 節子 北海道 幕別町

133 長濱 繁満 北海道 千歳市

134 中村 久子 北海道 音更町

135 中村 貢 北海道 士幌町

136 南雲 常夫 東京都 三鷹市

137 成田 昭雄 東京都 三鷹市

138 仁井 峰子 北海道 帯広市

139 新妻 洋子 北海道 広尾町

140 西田 美知子 北海道 旭川市

141 西野 正子 北海道 留萌市

142 西村 久子 北海道 別海町

143 野崎 和子 北海道 網走市

144 野村 順子 東京都 府中市

145 長谷川 隆 福島県 いわき市



146 秦 美智子 北海道 札幌市手稲区

147 畑原 文子 北海道 札幌市清田区

148 八田 由利子 東京都 練馬区

149 羽二生 房子 北海道 網走市

150 林 克子 北海道 旭川市

151 伴 絹代 東京都 三鷹市

152 日野 静雄 北海道 池田町

153 廣澤 郁子 北海道 留萌市

154 廣谷 スマ子 北海道 白糠町

155 藤井 栄子 北海道 帯広市

156 藤井 正枝 北海道 鹿追町

157 伏木 康弘 北海道 札幌市北区

158 藤本 やよい 兵庫県 尼崎市

159 藤原 愛 青森県 青森市

160 ふまねっと網走1・2・3 北海道 網走市

161 星山 道子 北海道 札幌市西区

162 細川 廣志 北海道 室蘭市

163 堀江 真澄 岩手県 陸前高田市

164 堀川 直子 北海道 本別町

165 本間 郁子 北海道 釧路市

166 真柄 多佳子 北海道 苫小牧市

167 益子 美登里 北海道 芦別市

168 まっくねっと 北海道 幕別町

169 松田 カツ子 北海道 札幌市東区

170 松本 直樹 東京都 三鷹市

171 松本 秀樹 北海道 和寒町

172 松谷 尉司 北海道 陸別町

173 三岩 澄子 北海道 札幌市西区

174 三浦 淑子 北海道 札幌市北区

175 水野 章 北海道 千歳市

176 宮谷内 秀樹 北海道 蘭越町

177 宮崎 美津江 北海道 旭川市

178 宮崎 ヨシ子 北海道 札幌市東区

179 宮田 和子 北海道 札幌市南区

180 宮本 澄子 北海道 士幌町

181 向 志穂 北海道 札幌市西区

182 森 深雪 北海道 帯広市

183 森上 洋子 大阪府 和泉市

184 薬師寺 清幸 東京都 港区

185 矢田 千夜子 北海道 札幌市西区

186 藪谷 義雄 北海道 帯広市

187 山内 敬子 北海道 上富良野町

188 山本 和子 北海道 上士幌町

189 山谷 幸以 北海道 帯広市

190 横井 美枝子 北海道 幕別町

191 吉田 密子 北海道 網走市

192 吉田 ヨシ子 北海道 釧路市

193 吉本 光夫 北海道 網走市

194 若原 輝男 北海道 幕別町



195 和田 咲子 北海道 網走市

196 渡邊 悦子 北海道 札幌市手稲区

197 渡邊 健一 茨城県 結城市

198 渡辺 定之 北海道 標茶町

199 渡辺 小夜子 北海道 遠別町

200 渡辺 志奈子 北海道 釧路市


