
Ｒ 会員氏名 カタカナ 所属クラブ

１Ｒ ※ 高橋 芳子 タカハシ ヨシコ 東京みやこ

２Ｒ 和田 昇三 ワダ ショウゾウ 東京堀留

３Ｒ ※ 橘 薫 タチバナ カオル 東京麹町

４Ｒ 上野 滋朗 ウエノ ジロウ 東京法政

５Ｒ 石田 健 イシダ ケン 東京江戸川東

６Ｒ 北條 章宏 ホウジョウ アキヒロ 東京上野

７Ｒ 内田 照男 ウチダ テルオ 東京志村

８Ｒ ※ 奥山 慎 オクヤマ シン 東京駒込

９Ｒ 西村 茂行 ニシムラ シゲユキ 東京目黒

１０Ｒ ※ 中江 勁 ナカエ ケイ 東京代々木

１１Ｒ 山岡 祥宏 ヤマオカ ヨシヒロ 東京新都心

１２Ｒ 中山 道則 ナカヤマ ミチノリ 東京町田クレイン

１３Ｒ 大塚 鉞一 オオツカ エツカズ 東京小平

１４Ｒ 吉岡 忠 ヨシオカ タダシ 東京瑞穂

R-Z 会員氏名 カタカナ 所属クラブ

１Ｒ-１Ｚ 芳澤 幸男 ヨシザワ ユキオ 東京千代田

１Ｒ-２Ｚ 奥田 正夫 オクダ マサオ 東京番町

１Ｒ-３Ｚ ※ 鈴木 令子 スズキ レイコ 東京蒼天

２Ｒ-１Ｚ 草川 重良 クサカワ シゲヨシ 東京京橋

２Ｒ-２Ｚ ※ 木下 満 キノシタ ミツル 東京銀座

３Ｒ-１Ｚ 三宅 泰雄 ミヤケ ヤスオ 東京浜松町

３Ｒ-２Ｚ 李 完植 リ カンショク 東京王仁

３Ｒ-３Ｚ ※ 田中 隆三 タナカ リュウゾウ 東京赤坂

４Ｒ-１Ｚ 和知 鋭二郎 ワチ エイジロウ 東京センチュリー

４Ｒ-２Ｚ 藤井 良一 フジイ リョウイチ 東京江東南

４Ｒ-３Ｚ 溝渕 利幸 ミゾブチ トシユキ 東京白門

５Ｒ-１Ｚ 赤池 元夫 アカイケ モトオ 東京亀有

５Ｒ-２Ｚ ※ 桐井 義則 キリイ ヨシノリ 東京江戸川東

５Ｒ-３Ｚ 橋本 初雄 ハシモト ハツオ 東京足立中央

６Ｒ-１Ｚ 飯間 秀男 イイマ ヒデオ 東京浅草

６Ｒ-２Ｚ ※ 藁谷 和家 ワラガヤ カズイエ 東京鶯谷

７Ｒ-１Ｚ 小島 正義 コジマ マサヨシ 東京荒川西

７Ｒ-２Ｚ 浦野 久雄 ウラノ ヒサオ 東京板橋西

７Ｒ-３Ｚ 泉田 恒夫 イズミダ ツネオ 東京練馬西

８Ｒ-１Ｚ 伊東 亨 イトウ トオル 東京豊島

８Ｒ-２Ｚ 野口 正二郎 ノグチ ショウジロウ 東京文京

９Ｒ-１Ｚ 西野 実 ニシノ ミノル 東京蒲田

９Ｒ-２Ｚ 林田 喜久子 ハヤシダ キクコ 東京GAIA

１０Ｒ-１Ｚ 青木 秀壽 アオキ ヒデトシ 東京渋谷

１０Ｒ-２Ｚ 進藤 義夫 シンドウ ヨシオ 東京世田谷

１０Ｒ-３Ｚ ※ 中村 善子 ナカムラ ヨシコ 東京成城

１１Ｒ-１Ｚ 逸見 正樹 ヘンミ マサキ 東京新都心

１１Ｒ-２Ｚ 内藤 千秋 ナイトウ チアキ 東京高井戸

１１Ｒ-３Ｚ 永井 聡 ナガイ サトシ 東京新宿御苑

１２Ｒ-１Ｚ 宮澤 千昭 ミヤザワ チアキ 東京調布

１２Ｒ-２Ｚ 吉松 欽也 ヨシマツ キンヤ 東京町田

１３Ｒ-１Ｚ 遠山 俊男 トオヤマ トシオ 東京横田

１３Ｒ-２Ｚ ※ 菊池 清一 キクチ セイイチ 東京西東京

１４Ｒ-１Ｚ 大津 邦芳 オオツ クニヨシ 東京八王子中央

１４Ｒ-２Ｚ 野崎 進 ノザキ ススム 東京秋川

※印は世話人です
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