
地区 御名前 回
八王子市 高橋　哲夫 99 台東区 今田　明夫 52 川崎市 坂巻　敏男 20 杉並区 小俣　泰史 7 調布市 小嶋　チヨ子 2
さいたま市 野澤　時子 99 川崎市 坂巻　光江 20 府中市 吉枝　彰久 7 和光市 五島　誠司 2
八王子市 橋本　久枝 99 日野市 赤木　司 51 府中市 曽根　誠 20 八王子市 小見　美恵子 2
八王子市 原　博子 99 北区 西　敏朗 51 武蔵野市 名古屋　通子 20 八王子市 青木　喜代子 6 八王子市 近藤　知子 2

八王子市 渡辺　明夫 51 相模原市 伊藤　雅子 6 国分寺市 坂本　憲治 2
八王子市 小坂　守之助 98 八王子市 小嶋　信之 19 府中市 遠藤　悦子 6 西東京市 佐藤　富子 2

八王子市 市川　明夫 49 横浜市 酒井　敦 19 日野市 遠藤　正司 6 八王子市 鈴木　貴子 2
日野市 小宮山　香澄 97 八王子市 後藤　久子 49 府中市 永田　広江 19 相模原市 岸本　雅之 6 八王子市 関　律子 2
八王子市 清水　昭男 97 八王子市 佐藤　敦志 49 八王子市 森下　栄 19 多摩市 小林　誠治 6 西東京市 谷野　淳子 2
相模原市 西村　光秀 97 川崎市 杉山　信子 6 西東京市 谷野　豊浩 2
青梅市 村越　愛子 97 八王子市 黒田　亮一 48 日野市 酒井　慎司 18 八王子市 須長　俊信 6 川崎市 綴喜　喜美子 2

国立市 須藤　文雄 18 八王子市 須長　幸恵 6 横浜市 中坪　清子 2
昭島市 平山　洋子 96 相模原市 坪谷　弘子 47 川崎市 立岡　茂伸 18 八王子市 西ヶ谷　勝正 6 西東京市 成澤　由美 2

多摩市 西根　敦子 47 小金井市 松井　信雄 18 八王子市 西ヶ谷　美智子 6 武蔵野市 橋浦　眞理 2
昭島市 坂下　八千代 95 板橋区 藤本　チスエ 6 立川市 波多野　弘子 2

八王子市 澤田　治世 46 所沢市 海野　正稔 17 調布市 宮崎　律子 6 八王子市 原澤　惠美子 2
国立市 水津　紀子 94 八王子市 松山　幸永 17 八王子市 藤井　浩二 2
相模原市 鈴木　洋子 94 横浜市 金井塚　岩男 45 東久留米市 森山　博行 17 豊島区 小野　隆史 5 町田市 水柿　佳子 2
横浜市 西谷　光子 94 多摩市 小松　常夫 45 相模原市 矢内　節子 17 八王子市 小原　國男 5 八王子市 山口　緑 2

三鷹市 鈴木　マーフィ 45 府中市 倉持　幸彦 5 相模原市 山田　謙二 2
小平市 木浪　孝一 93 あきる野市 村上　静枝 45 八王子市 石井　洋子 16 八王子市 櫻澤　由香 5

国立市 矢澤　浩 45 府中市 遠藤　隆男 16 世田谷区 佐藤　宏子 5 八王子市 有岡　陸 1
武蔵野市 冨山　日出夫　 92 相模原市 水野谷　芳男 16 八王子市 ＱｉｌｉＱ 5 八王子市 石居　順子 1
相模原市 野澤　繁次 92 草加市 黒川　ミホ 43 八王子市 渡辺　洋子 16 府中市 空地　利江 5 八王子市 石川　真奈美 1

板橋区 中尾　恵子 5 調布市 大迫　広美 1
八王子市 五十嵐　和男 91 足立区 宮川　忠彦 42 八王子市 髙橋　淳子 15 横浜市 中田　惠子 5 武蔵野市 大山　和子 1

昭島市 森田　節子 42 世田谷区 森田　靜枝 15 練馬区 福島　弘子 5 日野市 緒方　久朗 1
八王子市 反町　良一 89 習志野市 小野　智満 1
八王子市 松浦　忠男 89 相模原市 早川　文康 41 八王子市 味波　智代 14 江東区 新井　勝彦 4 立川市 小野田　俊文 1

相模原市 早川　保子 41 八王子市 沖山　学 14 八王子市 板倉　太子 4 八王子市 金内　登美江 1
多摩市 海老原　トシ子 87 八王子市 北嶋　和子 14 小平市 碓井　明代 4 八王子市 金子　カヲ子 1

八王子市 鎌田　健吾 40 立川市 櫻木　清 14 日野市 大屋　和博 4 国分寺市 金子　順子 1
八王子市 青木　秀夫 86 八王子市 佐々木　綾子 40 相模原市 宗本　禎之 14 三鷹市 門田　くみ子 4 稲城市 菊田　多恵子 1

稲城市 吉成　孝行 14 相模原市 川島　文子 4 三鷹市 橘髙　光平 1
八王子市 河西　光子 84 八王子市 松山　ほづみ 39 港区 小林　有希 4 八王子市 木戸　正人 1
横浜市 佐藤　治道 84 小平市 筧　容子 13 八王子市 斉藤　愛和 4 あきる野市 小林　栄次 1

八王子市 丹野　雅之 38 荒川区 北瀬　寛子 13 港区 鈴木　正英 4 世田谷区 小林　宏成 1
八王子市 秋山　たかし 81 八王子市 志村　美保 13 日野市 瀬戸　孝子 4 葛飾区 駒井　久子 1
日野市 田沼　保行 81 北区 谷井　ちか子 37 品川区 濱田　睦 13 日野市 時田　久美子 4 府中市 齊藤　利江 1

八王子市 早川　清次郎 13 市川市 葉山　美和 4 さいたま市 坂倉　理恵 1
八王子市 野本　芳樹 75 八王子市 樋口　徹 36 相模原市 廣沢　祐輔 13 西東京市 平岡　郁子 4 海老名市 崎野　力也 1

日野市 福本　枝美子 36 八王子市 松戸　元昭 13 川崎市 増田　久江 4 国分寺市 笹原　まゆみ 1
八王子市 脇屋　潤一 73 杉並区 松本　淳子 4 川口市 佐藤　亜由美 1

八王子市 髙木　良雄 35 三鷹市 佐々木　弘 12 江東区 水村　寿幸 4 八王子市 佐藤　幹爾 1
八王子市 小山　哲男 72 八王子市 丹沢　透 35 昭島市 平中　義人 12 八王子市 村野　正江 4 練馬区 真田　智美 1
調布市 早川　文江 72 多摩市 冨田　怡玖枝 35 荒川区 結城　千恵子 4 東久留米市 嶋崎　禎子 1

日野市 原　脩 35 府中市 五十嵐　徳子 11 三鷹市 島崎　実 1
八王子市 今井　保美 71 府中市 馬部　公博 35 八王子市 石田　信子 11 町田市 飯島　康代 3 八王子市 嶋村　好明 1

調布市 岡田　友里 11 府中市 石川　喜溢 3 習志野市 清水　恵子 1
府中市 近藤　光代 69 日野市 平井　孝也 34 八王子市 貴志　淳子 11 足立区 伊藤　ひろ子 3 小平市 城迫　一仁 1
相模原市 髙橋　恵子 69 八王子市 佐藤　正健 11 武蔵野市 伊藤　良一 3 入間市 杉木　洋介 1

八王子市 井出　昭代 33 川崎市 鈴木　幸子 11 日野市 大日方　忠二 3 日野市 杉野　愛恵 1
八王子市 川嶋　三夫 68 日野市 田村　はる子 11 相模原市 金澤　美穂子 3 調布市 杉本　奈々子 1

八王子市 守屋　仁 32 葛飾区 神長　幸子 3 調布市 杉本　義嗣 1
八王子市 村野　良信 67 八王子市 渡部　直子 32 八王子市 北村　攻 10 八王子市 黒住　清文 3 江戸川区 大門　睦子 1

八王子市 田地　修 10 八王子市 髙坂　一郎 3 相模原市 髙地　和子 1
八王子市 依田　美知子 66 八王子市 小菅　清 31 目黒区 玉木　俊哉 10 横浜市 小島　千春 3 国立市 田口　惠理子 1
八王子市 渡辺　勝 66 八王子市 佐々木　一 31 八王子市 服部　妙子 10 調布市 小松　勝美 3 台東区 舘野　一雄 1

昭島市 和田　孝子 31 八王子市 樋渡　良広 10 府中市 櫻井　めぐみ 3 世田谷区 塚越　絹代 1
八王子市 平野　千惠子 64 八王子市 三妻　邦子 10 八王子市 芝元　雅章 3 八王子市 塚本　道男 1

世田谷区 森田　徹男 30 中野区 田島　聖恵 3 立川市 戸祭　成吉 1
小金井市 菊池　秀興 63 八王子市 安部　良次 9 八王子市 田畑　修 3 八王子市 豊田　眞里江 1
府中市 近藤　一康 63 八王子市 角田　まり子 29 町田市 小澤　健一 9 八王子市 田畑　昌代 3 府中市 苗村　俊雄 1
八王子市 鈴木　博久 63 府中市 中川　京子 29 小平市 粥川　信之 9 座間市 粒良　真理子 3 府中市 中野　千恵子 1

相模原市 古海　幸広 29 八王子市 栗原　啓子 9 八王子市 外山　里子 3 八王子市 中谷　寳悦郎 1
昭島市 関本　和芳 61 狛江市 児玉　史郎 9 江戸川区 内藤　恵美子 3 北区 布井　文雄 1

昭島市 原　滋子 28 相模原市 高鶴　智子 9 国立市 楢本　菜穂美 3 相模原市 早川　さつ 1
八王子市 上野　正治 60 相模原市 松井　伍市 28 日野市 田沼　昭子 9 八王子市 服部　浩代 3 杉並区 原　正美 1
小平市 富澤　克禮 60 八王子市 中野　邦夫 9 杉並区 牧　小夜子 3 相模原市 平本　克己 1
八王子市 原田　友惠 60 松戸市 加藤　まち子 27 立川市 森田　昭 9 八王子市 松林　京子 3 目黒区 福重　恵理 1

世田谷区 中舘　正幸 27 八王子市 安田　恵真 9 府中市 壬生　恒憲 3 八王子市 藤田　有宏 1
福生市 稲石　国子 59 相模原市 和田　寛 9 三鷹市 山口　由美子 3 福生市 星野　孝枝 1

八王子市 大里　一恵 26 八王子市 渡邉　純子 3 多摩市 堀田　晴代 1
八王子市 遠藤　勇 58 川崎市 新井　直人 8 蕨市 前畠　秀子 1
相模原市 小川　義明 58 八王子市 稲葉　裕 25 八王子市 大隅　優子 8 足立区 畔上　淳 2 西東京市 真下　光世 1
八王子市 後藤　房子 58 日野市 大澤　茂 25 八王子市 尾川　和正 8 八王子市 阿部　ヨシ子 2 新宿区 松田　永里子 1

東久留米市 小倉　靖正 8 八王子市 五十嵐　久美子 2 大田区 宮﨑　道子 1
府中市 石川　晴彦 57 八王子市 中村　真理子 24 八王子市 小林　一実 8 日野市 石井　繭美 2 八王子市 宗片　方優 1
八王子市 木村　孝 57 調布市 貞方　章治 8 八王子市 上野　誠 2 松戸市 茂木　幸恵 1
八王子市 野村　文彦 57 日野市 清水　仁志 22 武蔵野市 土屋　忠光 8 文京区 宇佐美　麗子 2 川越市 森田　奈津子 1
八王子市 長谷部　孝枝 57 日野市 成瀬　京子 22 昭島市 中村　功夫 8 八王子市 梅津　千鳥 2 八王子市 矢崎　文惠 1

目黒区 丸山　清 22 八王子市 中村　啓二 8 府中市 遠藤　節子 2 あきる野市 柳川　卓哉 1
八王子市 加藤　巳之 56 八王子市 平野　正勝 8 八王子市 大野　篤子 2 相模原市 山口　英子 1

日野市 永田　はるみ 21 多摩市 古田　洋子 8 八王子市 大場　みゆき 2 三鷹市 山﨑　昭 1
府中市 石川　葉子 55 品川区 森田　行雄 21 多摩市 松本　紀久子 8 墨田区 奥　和也 2 八王子市 若林　茂子 1

八王子市 小野　一美 2
小金井市 菊池　孝子 53 日野市 井上　静子 20 横須賀市 伊藤　理奈 7 八王子市 金井　和夫 2

横浜市 岡﨑　敬子 20 日野市 臼井　丈人 7 八王子市 河野　静代 2

令和４年９月　髙尾山健康登山満行者　今月の満行者377名


