
№ 姓 名 № 姓 名 № 姓 名 № 姓 名 № 姓 名 № 姓 名

1 荒木 琢磨 11 皿良 五夫 21 樽角 英梨 31 西 加代子 41 溝口 厚子 51 吉澤 和子

2 岩山 芳子 12 塩野 尚文 22 出坂 節子 32 半本 ひろみ 42 村井 道徳 52 吉田 友子

3 川端 京子 13 菅谷 一成 23 仲 えり子 33 平田 朝生 43 森嶋 和子 53 吉村 友秀

スポーツ安全保険加入者名簿　4月１６日から適用(手続日　４月１５日)

3 川端 京子 13 菅谷 一成 23 仲 えり子 33 平田 朝生 43 森嶋 和子 53 吉村 友秀

4 神田 利砂 14 杉浦 正隆 24 仲 秀之 34 福井 卓也 44 守屋 アヤ子 54

5 菊地 一智 15 竹澤 稔充 25 中川 啓子 35 福島 昌美 45 矢部 隆弘 55

6 北折 明子 16 田代 まゆみ 26 中川 洸輔 36 藤井 宏美 46 山口 綾恵 56

7 小島 恵子 17 田中 将希 27 長島 康敬 37 藤池 理沙 47 山口 学 57

8 阪野 修一 18 田中 閑可 28 中田 大輔 38 藤池 亮太 48 山崎 静江 588 阪野 修 18 田中 閑可 28 中田 大輔 38 藤池 亮太 48 山崎 静江 58

9 佐藤 江美子 19 谷田 拓真 29 中野 徳広 39 藤丸 晶子 49 柞木 あや 59
10 佐藤 学 20 田野 有一 30 中溝 一男 40 丸山 章子 50 吉岡 わかな 60

№ 姓 名 № 姓 名 № 姓 名 № 姓 名 № 姓 名 № 姓 名
1 赤地 三智子 21 菊地 真季子 41 竹澤 稔充 61 半本 ひろみ 81 山崎 静江

スポーツ賠償保険加入者名簿　4月１６日から適用(手続日　４月１５日)

1 赤地 三智子 21 菊地 真季子 41 竹澤 稔充 61 半本 ひろみ 81 山崎 静江
2 荒木 琢磨 22 北折 明子 42 田崎 勝史 62 東田 啓子 82 山崎 大輔
3 荒地 秀子 23 栗原 光洋 43 田代 まゆみ 63 平田 朝生 83 山城 佳代子
4 池下 和美 24 黒田 渉 44 田中 将希 64 福井 卓也 84 山出 真理
5 池田 久美 25 小島 恵子 45 田中 閑可 65 福島 昌美 85 柞木 あや
6 伊地知 幸太郎 26 酒井 九十九 46 谷田 拓真 66 藤池 理沙 86 余語 由美子6 伊地知 幸太郎 26 酒井 九十九 46 谷田 拓真 66 藤池 理沙 86 余語 由美子
7 板橋 良太 27 阪野 修一 47 田野 有一 67 藤池 亮太 87 吉岡 わかな
8 伊藤 勇木 28 酒本 昌良 48 樽角 英梨 68 藤牧 ひとみ 88 吉澤 和子
9 井村 美鈴 29 櫻井 真知子 49 出坂 節子 69 藤丸 晶子 89 吉田 友子
10 岩田 和加奈 30 佐藤 江美子 50 仲 えり子 70 丸山 章子 90 吉村 友秀
11 岩村 真里 31 佐藤 学 51 仲 秀之 71 丸山 順子 91 若松 直美11 岩村 真里 31 佐藤 学 51 仲 秀之 71 丸山 順子 91 若松 直美
12 岩山 芳子 32 皿良 五夫 52 中川 洸輔 72 溝口 厚子
13 及川 富美雄 33 塩野 尚文 53 中川 順子 73 村井 道徳
14 大西 千代 34 城 勇太 54 中川 晴美 74 森嶋 和子
15 尾崎 綾 35 菅野 久美 55 長島 公太 75 守屋 アヤ子
16 落合 育子 36 菅谷 一成 56 長島 康敬 76 森山 貴子16 落合 育子 36 菅谷 成 56 長島 康敬 76 森山 貴子
17 落合 若菜 37 杉浦 正隆 57 中田 大輔 77 矢部 隆弘
18 川端 京子 38 鈴木 美香 58 中野 徳広 78 山口 綾恵
19 神田 利砂 39 鈴木 理江 59 中溝 一男 79 山口 薫
20 菊地 一智 40 関野 香代子 60 西 加代子 80 山口 学


