
(第一射場）

8 米満 ふよう 新宿 90 永原 伸之 国分寺

66 木村 明子 新宿 7 横田 秀子 武蔵野

72 阿部 優衣 新宿 45 廣瀬 敏 武蔵野

106 佐々木 郁子 新宿 59 島崎 妙子 武蔵野

43 香川 正明 文京 83 難波 教子 武蔵野

47 川上 雪子 文京 39 関戸 伸之 西東京

69 筒井 潤 豊島 63 中山 孝雄 西東京

99 小野 美千代 豊島 67 太田 光子 西東京

104 青木 実知代 豊島 50 苫米地 文子 府中

21 松本 善二郎 中野 82 長澤 奈々絵 日野

25 勝間田 理恵 中野 79 鳴海 俊一 東大和

62 森 乃理子 中野 5 木村 惠一 調布 欠席

91 五十嵐 良子 中野 9 川田 晴己 調布

107 星野 正樹 中野 37 周東 美紀 調布

4 竹内 英樹 練馬 55 野口 和代 調布

33 城戸 直子 練馬 70 湯沢 裕里子 調布

48 佐原 和彦 練馬 73 小林 知子 調布

121 唐澤 孝志 練馬 52 塚本 陽子 大宮八幡

35 杉山 善巳 板橋 94 佐藤 智子 大宮八幡

85 名取 理佐 板橋 113 神岡 健司 大宮八幡

31 森 紀美子 杉並 81 水上 郁子 立川

76 鈴木 ひとみ 杉並 111 水野 洋美 立川

34 田中 義彦 北 123 中村 耕三 立川

36 小山内 彩乃 北 114 山下 さき子 小平

44 関谷 寿美子 北 13 佐藤 由紀子 小金井

51 石津 龍一 北 14 藤﨑 裕子 八王子

100 澤本 由美子 北 欠席 118 吉澤 伸幸 八王子

101 横手 絹子 北 16 小野 和穗 東村山

6 柴田 里香 町田 58 大橋 美穂 東村山 欠席

15 佐藤 信 町田 20 伊野 裕子 多摩

24 鈴木 陽子 町田 53 秋山 曻 多摩 欠席

26 黒木 史子 町田 71 五十子 阿也子 多摩

27 森澤 滉 町田 117 土屋 千里 三鷹

56 野中 誠 町田 32 鈴木 登志子 稲城 欠席

74 渡邉 嗣子 町田 38 増留 春美 稲城

77 福田 公子 町田 122 石井 利英 東久留米

88 中沢 由恵 町田 欠席

95 松島 敏子 町田

102 山田 祥江 町田
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