
79 山河 亜由美 墨田 177 小倉 たつみ 墨田 30 宍道 洋 大田第一 104 荒川 泰宏 大田第一

20 柴田 麻子 中央 169 川西 隆 千代田 12 岡野 恵美 小笠原 105 和田　 恭一 至誠会

31 荒川 美奈子 中央 120 土谷 雅雄 中央 13 土井 晴人 砧 122 室谷 みどり 至誠会

54 田村 祥二 中央 123 清水 由美 中央 39 桒原 りか 砧 103 向井 理沙 品川

57 伊原 妙子 中央 149 中村 恵 中央 44 國司 なほ子 至誠会 155 江川 一枝 品川

95 髙井 正行 中央 171 関矢 知子 中央 73 宮原 圭子 品川 167 宮島 園美 品川

24 石下 ひとみ 足立 152 小松﨑 勇佑 足立 75 小林 とし子 品川 159 内藤 喜夫 渋谷

40 若井 秀夫 足立 114 鈴木 由美子 浅草 93 畑 弘敏 品川 187 小中 英毅 世田谷

80 斉藤 實 足立 113 木須 隆 司正会 5 田中 紀夫 渋谷 119 穐原 明美 玉川

87 西沢 スイ 足立 138 松岡 一也 三菱 89 大橋 秀治 渋谷 170 木村 祐子 玉川

3 鈴木 彰 浅草 184 青野 浩二 三菱 4 田上 雅人 玉川 188 小川 六実 玉川

14 高野 真弓 浅草 186 木谷 幸枝 荒川 88 大谷 忠 玉川 112 田中 恵美子 防衛省

86 小原 英一郎 浅草 175 橋本 郁也 皇宮警察 19 小林 利行 目黒 118 ナポリターノレアンドロ目黒

6 木須 亜都子 司正会 124 大島 人 江東 83 小山田 博人 目黒 142 松岡 春樹 目黒

50 島瀬 郁子 三菱 178 森脇 菜摘 江東

71 金子 祐美子 三菱 182 内田 祐子 江東

65 鈴木 輝昭 荒川 183 森田 令子 江東

56 大澤 直子 江東 139 佐藤 光子 江戸川

82 野口 邦治 江東 193 藤岡 憲二 江戸川

32 小島 信一 五條天神社 130 西岡 裕介 五條天神社

68 稀代 珠美 窪田 156 中西 信夫 窪田

1 木原 弘幹 葛飾 192 森田 麻里絵 窪田

23 直井 勝 葛飾 131 渡部 靖子 葛飾

173 那賀 俊明 葛飾

181 黒野 智久 葛飾

(第一地区）
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