
氏名 旧姓 集落 校区
1 巌　泰郎 赤連 一中
2 吉田昭浩 赤連 一中
3 高岡清信 赤連 一中
4 松村隆之 赤連 一中
5 上田嘉文 赤連 一中
6 切通寿恵光 赤連 一中
7 登　秋広 赤連 一中
8 富永正代 松尾 赤連 一中
9 藤本文江 中山 赤連 一中
10 白地美千代 押川 赤連 一中
11 富　むつみ 橋本 赤連 一中
12 栄沢千恵子 赤連 一中
13 寺田千草 櫨山 赤連 一中
14 城村佐津子 向井 赤連 一中
15 赤穂八代美 櫨山 赤連 一中
16 登　義則 荒木 一中
17 城野佐千子 中島 荒木 一中
18 盛沢真由美 荒木 一中
19 西口美佐子 福島 荒木 一中
20 西田喜代江 三善 荒木 一中
21 樋口喜代子 栄 荒木 一中
22 栄山弘美 池治 一中
23 瓦谷和代 榊 池治 一中
24 熊本正年 伊砂 一中
25 向井裕之 伊砂 一中
26 界田満仁 大朝戸 一中
27 朝川嘉一 大朝戸 一中
28 光　恵美子 朝山 大朝戸 一中
29 北井真紀子 豊崎 大朝戸 一中
30 豊田利政 川嶺 一中
31 喜原しづ子 坂元 城久 一中
32 安田代美子 元山 坂嶺 一中
33 体岡浩子 盛 坂嶺 一中
34 大野五月 佐藤 坂嶺 一中
35 大串光枝 栗島 滝川 一中
36 濱邊光子 嶺 滝川 一中
37 賀村秀吉 中里 一中
38 酒井寿美夫 中里 一中
39 酒井博和 中里 一中
40 中野忠昭 中里 一中
41 野間静男 中里 一中
42 河上佐江子 恵 中里 一中
43 保 美佐代 槙 中里 一中
44 玉利幸子 晴峯 西目 一中
45 平　国男 羽里 一中
46 乾　義道 湾 一中
47 喜村浩文 湾 一中
48 嶺山久喜 湾 一中
49 吉本　聡 湾 一中
50 叶　かずよ 湾 一中
51 菊永秀子 中村 湾 一中
52 田中千恵子 肥後 湾 一中
53 北川広子 森下 湾 一中
54 和泉かずみ 嶺 湾 一中
55 大石修二 阿伝 早中
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56 玉利　勇 伊実久 早中
57 小高博美 伊実久 早中
58 河上弘仁 小野津 早中
59 岩野　洋 小野津 早中
60 園田　均 嘉鈍 早中
61 片野英徳 川畑 嘉鈍 早中
62 林　修二 嘉鈍 早中
63 栄　浩光 佐手久 早中
64 大倉良仁 佐手久 早中
65 我原　勝 志戸桶 早中
66 高木松男 志戸桶 早中
67 重　宏和 志戸桶 早中
68 西山繁男 志戸桶 早中
69 浅岡清志 志戸桶 早中
70 前田貞次 志戸桶 早中
71 大喜久利 志戸桶 早中
72 梅原隆治 志戸桶 早中
73 平田新俊 志戸桶 早中
74 松村まゆみ 賀 伊実久 早中
75 賀村真弓美 富岡 伊実久 早中
76 児玉晴美 巻 小野津 早中
77 勝田美智乃 小野津 早中
78 盛澤直子 光井 小野津 早中
79 木村徳子 谷村 小野津 早中
80 松山まゆみ 嘉鈍 早中
81 福元ふじの 富岡 蒲生 早中
82 園田奈津美 坂 佐手久 早中
83 市川桂子 奥田 佐手久 早中
84 思　百合江 佐手久 早中
85 園田克江 重信 塩道 早中
86 園田久子 松下 塩道 早中
87 岩本文子 志戸桶 早中
88 玉川佳恵子 高木 志戸桶 早中
89 新原紀子 乾 志戸桶 早中
90 瓦林美子 山城 志戸桶 早中
91 山本真紀子 大喜 志戸桶 早中
92 田中京子 向井 志戸桶 早中
93 相良眞佐代 若松 白水 早中
94 竹山美恵子 峰山 早町 早中
95 今津睦美 中川 早町 早中
96 村上まさみ 重村 志戸桶 早中
97 叶　俊仁 浦原 二中
98 黒木益夫 浦原 二中
99 徳島祥弘 浦原 二中
100 平田和仁 浦原 二中
101 栄　哲弥 上嘉鉄 二中
102 原　和豊 上嘉鉄 二中
103 廣　松男 上嘉鉄 二中
104 廣司泰盛 上嘉鉄 二中
105 澄　武啓 上嘉鉄 二中
106 生島常範 上嘉鉄 二中
107 邦　義仁 上嘉鉄 二中
108 邦本　覚 上嘉鉄 二中
109 友岡達法 上嘉鉄 二中
110 基井啓子 信 上嘉鉄 二中
111 久保重子 祐名 上嘉鉄 二中
112 幸得美香子 澄田 上嘉鉄 二中



113 山本陽子 説 上嘉鉄 二中
114 上田りゅう美 寿 上嘉鉄 二中
115 徹島ヤス子 上島 上嘉鉄 二中
116 田中多鶴子 上嘉鉄 二中
117 嶺岡まゆみ 祐名 上嘉鉄 二中
118 富田ゆみ 美代 先山 二中
119 前泊晴美 折島 手久津久 二中
120 竹　寿紀 中間 一中


