
№ 姓 名 № 姓 名 № 姓 名 № 姓 名 № 姓 名 № 姓 名

1 飯田 裕子 16 小川 節子 31 齋藤 武司 46 中田 ゆかり 61 牟田原 実亜

2 壱岐 知子 17 片岡 洋介 32 齋藤 舞 47 中山 真由美 62 森田 弘文

3 井関 真理 18 勝田 尚子 33 坂井 一貴 48 芳養 朋子 63 山岸 しの

スポーツ安全保険加入者名簿　4月１日から適用(手続日　3月29日)

3 井関 真理 18 勝田 尚子 33 坂井 一貴 48 芳養 朋子 63 山岸 しの

4 伊藤 有紀子 19 金石 渉 34 坂井 律香 49 原澤 久代 64 山下 はるな

5 稲葉 琴江 20 川中 幸明 35 阪本 和彦 50 福井 和也 65 山本 宜史

6 今井 知江子 21 川村 佳陽子 36 櫻井 秀樹 51 藤本 利美

7 上野 智 22 岸 直美 37 城 尚美 52 藤原 里美

8 鵜澤 和郎 23 岸本 伸弘 38 竹内 孝行 53 二木 美和子8 鵜澤 和郎 23 岸本 伸弘 38 竹内 孝行 53 二木 美和子

9 鵜澤 有里 24 木村 里江子 39 玉川 久根 54 二野 美樹

10 内山 智加 25 黒崎 実 40 天坂 佳美 55 牧野 啓子
11 瓜 真守 26 小坂 泰子 41 徳増 知之 56 松井 典子

12 瓜 幸子 27 小澤 豊美 42 永井 款子 57 松尾 智子

13 遠藤 和香子 28 小見山 和美 43 中尾 由美 58 湊 和代遠藤 和香子 小見山 和美 中尾 由美 湊 和代

14 大野 千晶 29 近藤 将浩 44 中川 佳美 59 宮川 敦子
15 大堀 麻由美 30 齋藤 郁子 45 中田 侑歩 60 牟田原 一信

№ 姓 名 № 姓 名 № 姓 名 № 姓 名 № 姓 名 № 姓 名
1 青木 朋子 21 大野 千晶 41 小澤 豊美 61 田林 則夫 81 福井 和也 101 宮下 明美

スポーツ賠償保険加入者名簿　4月１日から適用(手続日　3月29日)

1 青木 朋子 21 大野 千晶 41 小澤 豊美 61 田林 則夫 81 福井 和也 101 宮下 明美
2 飯田 裕子 22 大堀 麻由美 42 小銭 数馬 62 玉川 久根 82 福嶋 敏広 102 牟田原 一信
3 壱岐 知子 23 米田 典子 43 小銭 弘美 63 津田 和紀 83 藤田 一郎 103 森田 弘文
4 池田 裕二 24 岡田 明江 44 後藤 雅美 64 天坂 佳美 84 藤本 利美 104 山岸 しの
5 井関 真理 25 小川 節子 45 小見山 和美 65 徳増 知之 85 藤本 由紀枝 105 山下 はるな
6 伊藤 有紀子 26 片岡 洋介 46 近藤 将浩 66 土肥 麻美 86 藤原 里美 106 山本 宜史6 伊藤 有紀子 26 片岡 洋介 46 近藤 将浩 66 土肥 麻美 86 藤原 里美 106 山本 宜史
7 稲田 留美子 27 勝田 尚子 47 齋藤 郁子 67 永井 款子 87 二木 美和子 107 結城 宣
8 稲留 和成 28 金石 渉 48 齋藤 英子 68 中尾 由美 88 二野 美樹 108 雪山 陽子
9 稲葉 琴江 29 川中 幸明 49 齋藤 武司 69 中川 佳美 89 古 幸江 109 吉倉 伸治郎
10 今井 知江子 30 川端 久美 50 齋藤 舞 70 中田 華加 90 前田 千江子 110 吉室 雅江
11 今本 輝美 31 川端 裕美子 51 坂井 一貴 71 中田 侑歩 91 前田 美沙希11 今本 輝美 31 川端 裕美子 51 坂井 貴 71 中田 侑歩 91 前田 美沙希
12 上野 智 32 川村 佳陽子 52 坂井 恭仁子 72 中田 ゆかり 92 牧野 清孝
13 鵜澤 和郎 33 岸 直美 53 坂井 律香 73 中邑 素子 93 牧野 啓子
14 鵜澤 有里 34 岸本 伸弘 54 坂村 小百合 74 西出 雅美 94 牧野 利恵
15 内山 智加 35 木村 里江子 55 阪本 和彦 75 西野 泰子 95 松井 典子
16 瓜 真守 36 工藤 尚 56 櫻井 秀樹 76 野崎 美紀 96 松尾 智子16 瓜 真守 36 工藤 尚 56 櫻井 秀樹 76 野崎 美紀 96 松尾 智子
17 瓜 幸子 37 倉持 真央 57 城 尚美 77 橋本 さおり 97 松尾 典子
18 栄徳 晶子 38 倉持 真由美 58 太磨 照美 78 芳養 朋子 98 湊 和代
19 栄徳 匠真 39 黒崎 実 59 高山 智美 79 原澤 久代 99 美根 真由美
20 遠藤 和香子 40 小坂 泰子 60 竹内 孝行 80 福井 エミ子 100 宮川 敦子


