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№ 地　区 氏　名 住　所 小学校区
1 大　穂 榎戸　晃子 大曽根 大曽根小学校区
2 大　穂 梶井　絹代 大曽根 大曽根小学校区
3 大　穂 矢口　洋子 大曽根 大曽根小学校区
4 大　穂 中山　繁夫 若森 大曽根小学校区
5 大　穂 野澤　洋夫 玉取 大曽根小学校区
6 大　穂 斉藤　  貴 玉取 大曽根小学校区
7 大　穂 飛田みつゑ 花畑 大曽根小学校区
8 大　穂 斉藤　信一 佐 大曽根小学校区
9 大　穂 吉原　正美 大曽根 大曽根小学校区
10 大　穂 鷹巣　文子 蓮沼 大曽根小学校区
11 大　穂 中島　光子 前野 前野小学校区
12 大　穂 大山　芳江 前野 前野小学校区
13 大　穂 飯塚　  章 篠崎 前野小学校区
14 大　穂 大塚　はつ 長高野 前野小学校区
15 大　穂 井筒こずえ 前野 前野小学校区
16 大　穂 根本恵美子 要 要小学校区
17 大　穂 銭谷　道子 要 要小学校区
18 大　穂 川元　啓一 要 要小学校区
19 大　穂 沖山　暁郎 要 要小学校区
20 大　穂 小林とも子 要 要小学校区
21 大　穂 内田百合子 要 要小学校区
22 大　穂 野口とし子 吉沼 吉沼小学校区
23 大　穂 木田　泰子 吉沼 吉沼小学校区
24 大　穂 中山　佳子 大砂 吉沼小学校区
25 大　穂 米谷嘉代子 吉沼 吉沼小学校区
26 大　穂 倉持　今子 吉沼 吉沼小学校区
27 大　穂 塚越美穂子 吉沼 吉沼小学校区
28 大　穂 稲吉ふじ子 吉沼 吉沼小学校区
29 大　穂 栗原　文子 吉沼 吉沼小学校区
30 大　穂 會田　幸子 吉沼 吉沼小学校区
31 豊　里 坂入　節子 百家 沼崎小学校区
32 豊　里 池畑　栄樹 高野 沼崎小学校区
33 豊　里 岡野　光子 沼崎 沼崎小学校区
34 豊　里 渡邉　節子 遠東 沼崎小学校区
35 豊　里 張替　佳龍 東光台 沼崎小学校区
36 豊　里 横田　  洋 今鹿島 今鹿島小学校区
37 豊　里 木村　  進 今鹿島 今鹿島小学校区
38 豊　里 宮澤　  正 今鹿島 今鹿島小学校区
39 豊　里 太田　定夫 今鹿島 今鹿島小学校区
40 豊　里 田中富美子 今鹿島 今鹿島小学校区
41 豊　里 土田　悦子 上郷 上郷小学校区
42 豊　里 塚本　  満 上郷 上郷小学校区
43 豊　里 秋葉 　 忠 上郷 上郷小学校区
44 豊　里 横瀬　初江 上郷 上郷小学校区
45 豊　里 木村喜代枝 手子生 上郷小学校区
46 豊　里 柏原　公子 高野 上郷小学校区
47 豊　里 倉持　和代 上郷 上郷小学校区
48 豊　里 土田　清志 上郷 上郷小学校区
49 豊　里 大塚　  誠 田倉 上郷小学校区
50 豊　里 根本　哲雄 上郷 上郷小学校区
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51 豊　里 稲葉　芳雄 上郷 上郷小学校区
52 豊　里 大崎　　毅 上郷 上郷小学校区
53 谷田部 関　みね子 谷田部 谷田部小学校区
54 谷田部 今高　惠子 谷田部 谷田部小学校区
55 谷田部 鈴木　竹夫 小白硲 谷田部小学校区
56 谷田部 平井　和子 緑ヶ丘 谷田部南小学校区
57 谷田部 三浦　亜子 緑ヶ丘 谷田部南小学校区
58 谷田部 中根　  宏 中野 谷田部南小学校区
59 谷田部 本橋　  靖 飯田 谷田部南小学校区
60 谷田部 吉田　洋子 下萱丸 谷田部南小学校区
61 谷田部 飯泉  とし 上萱丸 谷田部南小学校区
62 谷田部 江崎　圭子 羽成 谷田部南小学校区
63 谷田部 峯本　誠一 鍋沼新田 真瀬小学校区
64 谷田部 飯田　哲雄 真瀬 真瀬小学校区
65 谷田部 山田　綾子 高須賀 真瀬小学校区
66 谷田部 飯島　文子 高須賀 真瀬小学校区
67 谷田部 小松澤たみ子 真瀬 真瀬小学校区
68 谷田部 久保　敏雄 高良田 真瀬小学校区
69 谷田部 高田　芳子 真瀬 真瀬小学校区
70 谷田部 糸賀すみ子 真瀬 真瀬小学校区
71 谷田部 長澤　俊文 稲荷前 東小学校区
72 谷田部 山口　武則 稲荷前 東小学校区
73 谷田部 半田　和子 稲荷前 東小学校区
74 谷田部 大藤　光代 平 柳橋小学校区
75 谷田部 柳田美智子 柳橋 柳橋小学校区
76 谷田部 佐野とも子 山中 柳橋小学校区
77 谷田部 間中　充子 大白硲 柳橋小学校区
78 谷田部 岡野　幸子 西岡 葛城小学校区
79 谷田部 松下こずえ 松野木 二の宮小学校区
80 谷田部 坂本　光正 上原 二の宮小学校区
81 谷田部 谷村　安子 面野井 島名小学校区
82 谷田部 鈴木　静江 島名 島名小学校区
83 谷田部 根本　行雄 鬼ケ窪 島名小学校区
84 谷田部 宮本　和夫 上河原崎 島名小学校区
85 谷田部 木村　明男 島名 島名小学校区
86 谷田部 成島恵美子 島名 島名小学校区
87 谷田部 路川　洋子 香取台 島名小学校区
88 谷田部 高野　秀雄 中別府 島名小学校区
89 谷田部 大森　哲實 赤塚 小野川小学校区
90 谷田部 宮本　牧彦 南中妻 小野川小学校区
91 谷田部 大塚　正好 中内 小野川小学校区
92 谷田部 東郷　和男 館野 小野川小学校区
93 谷田部 野沢　敏夫 新牧田 小野川小学校区
94 谷田部 雨海　　好 梶内 小野川小学校区
95 谷田部 成島　弘一 北中妻 小野川小学校区
96 谷田部 塚田　正光 榎戸 小野川小学校区
97 谷田部 小川　　充 市之台 小野川小学校区
98 谷田部 塚本　和男 稲岡 小野川小学校区
99 谷田部 片岡　裕明 下横場 小野川小学校区
100 谷田部 渡邉　啓子 松代 手代木南小学校区
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101 谷田部 宮本　常正 西大沼 手代木南小学校区
102 谷田部 岡　与志子 松代 松代小学校区
103 谷田部 笹澤　浩子 東 東小学校区
104 桜 大塚　稔子 吉瀬 栄小学校区
105 桜 室町　　進 中根 栄小学校区
106 桜 吉田　和子 上ノ室 九重小学校区
107 桜 片岡恵美子 柴崎 九重小学校区
108 桜 飯岡ひろ子 上野 栗原小学校区
109 桜 酒井　孝子 栗原 栗原小学校区
110 桜 挾間　絵里 桜 栗原小学校区
111 桜 豊島　博子 春風台 栗原小学校区
112 桜 新井　美子 並木 並木小学校区
113 桜 穂積　妙子 梅園 並木小学校区
114 桜 岡野ひろ子 梅園 並木小学校区
115 桜 山崎　孝子 梅園 並木小学校区
116 桜 根本　敦子 並木 並木小学校区
117 桜 佐々木とみ 天久保 吾妻小学校区
118 桜 髙野　正子 吾妻 吾妻小学校区
119 桜 今井　健之 千現 竹園西小学校区
120 桜 川辺千恵子 千現 竹園西小学校区
121 桜 林　　茂子 竹園 竹園東小学校区
122 桜 三橋　俊雄 竹園  竹園東小学校区
123 桜 南　　尚子 大角豆 桜南小学校区
124 筑　波 小野村みゆき 田中 田水山小学校区
125 筑　波 西山　　好 山木 田水山小学校区
126 筑　波 中神　　茂 田中 田水山小学校区
127 筑　波 杉山　吉男 山口 北条小学校区
128 筑　波 海老原重幸 平沢 北条小学校区
129 筑　波 福嶋　敬子 北条 北条小学校区
130 筑　波 宮本　一枝 小田 小田小学校区
131 筑　波 青木　道夫 小田 小田小学校区
132 筑　波 澤邉　孝子 北太田 小田小学校区
133 筑　波 桜井　勝夫 大形 小田小学校区
134 筑　波 平田　こと 下大島 小田小学校区
135 筑　波 木村　敦子 明石 作岡小学校区
136 筑　波 宮島　悦子 作谷 作岡小学校区
137 筑　波 山中美江子 作谷 作岡小学校区
138 筑　波 酒寄千鶴子 安食 作岡小学校区
139 筑　波 吉原　國雄 寺具 作岡小学校区
140 筑　波 岡野　玲子 作谷 作岡小学校区
141 筑　波 宮本　純一 作谷 作岡小学校区
142 筑　波 東旭　清子 上大島 筑波小学校区
143 茎　崎 吉成貴美子 高崎 茎崎第一小学校区
144 茎　崎 巻　　喜一 城山 茎崎第一小学校区
145 茎　崎 嶋津　義司 池向 茎崎第一小学校区
146 茎　崎 斉藤　東彦 高見原 茎崎第一小学校区
147 茎　崎 大山　純一 高見原 茎崎第一小学校区
148 茎　崎 石塚　一夫 上岩崎 茎崎第二小学校区
149 茎　崎 中島　節子 自由ケ丘 茎崎第二小学校区
150 茎　崎 稲葉　好美 自由ケ丘 茎崎第二小学校区
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151 茎　崎 鈴木　時男 細見 茎崎第二小学校区
152 茎　崎 窪庭　秋子 下岩崎 茎崎第二小学校区
153 茎　崎 白馬　孝子 あしび野 茎崎第二小学校区
154 茎　崎 菅野加代子 梅が丘 茎崎第二小学校区
155 茎　崎 源田　　聰 桜が丘 茎崎第三小学校区
156 茎　崎 亀田　直子 宝陽台 茎崎第三小学校区
157 茎　崎 倉本　茂樹 森の里 茎崎第三小学校区
158 茎　崎 細田たか子 九万坪 茎崎第三小学校区
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