
番号 チーム名
◎小山　一成（３） ●伴野　正弘（３） 　青木　伸子（１） 　飯島　範夫（４） 　井澤　右子（２） 　伊藤　進（７） 　今西　直史（７）
　上垣　静子（３） 　上野　　茂（１） 　大石　紀子（１） 　鎌田　隆子（１） 　桜井　美保（２） 　佐藤　紀英（５） 　塩森　健弘（１）
　芝崎希美夫（３） 　宗　　正雄（２） 　高岡　修平（２） 　盾石　凉子（７） 田ノ倉美保子（７） 　任田　寿子（１） 　中条　潤子（３）
　中嶋　雄二（３） 　野沢　聡子（７） 野村　直美（８） 　長谷川祥江（７） 　林　　幸子（１） 　菱沼　公平（２） 　古海　信雄（１）

32 　堀江　信之（１） 　右田　俊郎（４） 　武藤美和子（７）　安岡　達郎（４）
（昔遊びコーナー担当） ◎鎌田　隆子（１） 　青木　伸子（１） 　清崎　昌枝（３） 　中野真由美（３）　横田　久枝（４） 　渡辺　悦子（３）

チーム羽田 ◎鎌田　隆子（１） ●上野　茂（１） 　佐藤　紀英（５） 　宗　　正雄（２） 　中嶋　雄二（３） 　林　　幸子（１） 　舩木　宏裕（４）
１０名 　古海　信雄（１） 　右田　俊郎（４） 　安岡　達郎（４）

◎藤井　政和（４） ●井澤　右子（２） 　青木　伸子（１） 　今西　直史（７） 　大石　紀子（１） 　尾崎　正明（３） 　桜井　美保（２）
　佐藤　紀英（５） 　佐藤　　渉（２） 　塩森　健弘（１） 　杉山　光正（３） 　宗　　正雄（２） 　田島　和子（２） 　中嶋　雄二（３）
　伴野　正弘（３） 　菱沼　公平（２） 　古海　信雄（１） 　降屋　敬子（２）　　堀江　信之（１） 　安岡　達郎（４） 　村井　延行（６）

２２名 　横田　久枝（４）
◎芝崎希美夫（３）●大石　紀子（１） 　青木　伸子（１） 　飯島　範夫（４） 　井澤　右子（２） 　今西　直史（７） 　尾崎　正明（３）
　鎌田　隆子（１） 　清崎　昌枝（３） 　桜井　美保（２） 　佐藤　紀英（５） 　杉山　光正（３） 　宗　　正雄（２） 　田島　和子（２）
　任田　寿子（１） 　林　　幸子（１） 　藤井　政和（４） 　深田　京子（４） 　古海　信雄（１） 　堀江　信之（１） 　右田　俊郎（４）

２４名 　山田　さく（２） 　安岡　達郎（４） 　横田　久枝（４）
◎佐藤　紀英（５） ●伊藤　進（７） 　青木　伸子（１） 　井澤　右子（２） 　上野　　茂（１） 　清崎　昌枝（３） 佐藤　　渉（２）
　塩森　健弘（１） 　宗　　正雄（２） 　田島　和子（２） 　藤井　政和（４） 　舩木　宏裕（４） 　古海　信雄（１） 　堀江　信之（１）

１6名 　安岡　達郎（４）
新田丸チーム ◎宗　　正雄（２） ●井澤　右子（２） 　青木　伸子（１） 伊藤　進（７） 　市村　久子（４） 　佐藤　紀英（５） 　塩森　健弘（１）

10名 　藤井　政和（４） 　古海　信雄（１） 安岡　達郎（４）
◎尾崎　正明（３） ●杉山　光正（３） 　青木　伸子（１） 　井澤　右子（２） 　今西　直史（７） 　鎌田　隆子（１） 　小山　一成（３）
　桜井　美保（２） 　宗　　正雄（２） 　田ノ倉美保子（７）　任田　寿子（１） 　深田　京子（４） 　古海　信雄（１） 　堀江　信之（１）

１７名 　山田　さく（２） 　安岡　達郎（４） 　横田　久枝（４）
花チーム ◎桜井　美保（２） ●清崎　昌枝（３） 　青木　伸子（１） 　市村　久子（４） 　芝崎希美夫（３）　杉山　光正（３） 　田島　和子（２）

１3名 　任田　寿子（１） 　中野真由美（３） 　野沢　聡子（７） 　古海　信雄（１） 　右田　俊郎（４） 　渡辺　悦子（３）
街道チーム（蒲田含） ◎古海　信雄（１） ●堀江　信之（１） 　青木　伸子（１） 　今西　直史（７） 　清崎　昌枝（３） 　鎌田　隆子（１） 　桜井　美保（２）

１２名 　芝崎希美夫（３） 　杉山　光正（３） 　宗　　正雄（２） 　任田　寿子（１） 　菱沼　公平（２）
ミュージアムチーム ◎林　　幸子（１） ●尾崎　正明（３） 　上垣　静子（３） 　上野　　茂（１） 　鎌田　隆子（１） 　小山　一成（３） 　宗　　正雄（２）

９名 　野沢　聡子（７） 　古海　信雄（１） 　横田　久枝（４）
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大森區Love
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チーム洗足池
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※入退会は自由です。変更があった場合、各チームリーダーは任田副会長に連絡して下さい。



チーム一覧表 訂正一覧

チーム名 退会者 入会者 訂正年月日
1 空港チーム 古海、竹内 2017.06.06.
2 チーム羽田 竹内 〃
3 池上チーム 古海、計良 佐藤紀、横田 〃
4 品川チーム 古海、小山、田島 佐藤紀、深田 〃
5 大森區Love 大石 青木、田島 〃

小山、桜井、古海
畠山、芝崎

7 チーム洗足池 青木、計良 〃
8 花チーム 計良 〃
9 街道チーム 古海 〃

10 ミュージアムチーム 竹内 尾崎 〃
11 空港・羽田 横内 2017.7.
12 下丸子・矢口チーム 右田 2018.1.9.
13 品川・池上・大森 小金澤 〃
14 品川チーム 小山 2018.1.21.
15 空港チーム 櫻井國、藤井 〃
16 大森區Love 櫻井國、伴野 桜井美保 2018.3.21.
17 品川チーム 櫻井國 〃
18 大森區、羽田、品川　 船木⇒　舩木　 誤字訂正 〃
19 定例会にて確認後 チーム別氏名 大幅修正 2018.06.05.
20 空港チーム 杉山光正 2018.06.28.
21 空港チーム 沢辺千波 2018.08.07.
22 大森區Love 桜井美保 2018.10.29.
23 花チーム 野沢　聡子 2018.10.30.
24 大森區Love 長谷川祥江 2018.11.05.
25 全チーム確認変更 2019.05.18.
26 チーム名変更 下丸子・矢口チーム新田丸チーム 2019.06.04.
27 新田丸チーム 伊藤　進 2019.07.02.
28 新田丸チーム リーダー宗に変更 2020.03.03.
29 空港チーム 野村直美 2020.03.03.

〃下丸子・矢口チーム6


