
SWA00225 榎本   耕三 SWA01475 武藤　 亮治 SWA00646 池田   忠次 SWA00847 上條   泰男 SWA00976 楜澤   正樹

SWA00231 斎木   豊彦 SWA01499 乾　 英太郎 SWA00677 紺野   裕子 SWA01136 市丸　 常子 SWA01000 岩元喜久次

SWA00232 斎木なみゑ SWA01515 島田 　輝代 SWA00755 皆藤恵美子

SWA00397 西中   和子 SWA01518 池田　    敬 SWA00819 神田   慶子 SWA00130 神保   秀夫 SWA01035 宮下　　 篤

SWA00429 阿部チヤ子 SWA00854 岡  　　　弘 SWA00315 佐藤由紀子

SWA00454 斉藤　 千代 SWA00540 池沢   秀治 SWA00865 桜井  　 幸 SWA00580 米田   暘子 SWA00355 原口夏代子

SWA00688 篠塚   正博 SWA01217 恩田　　  正 SWA00892 檜野   綾子 SWA00812 高田   孝則 SWA00484 祖山   昭司

SWA00827 清水   芳明 SWA01230 村上　 昭彦 SWA00915 山田   良一 SWA00840 中田登喜子 SWA00744 下総   貴子

SWA00833 高橋巳次雄 SWA01247 西畑　 茂樹 SWA01006 加藤　 四郎 SWA00868 加藤友紀乃 SWA00797 中川  　  弘

SWA00873 荒井   茂夫 SWA01278 攝田　 伸司 SWA01191 荒井　 静代 SWA00952 関沢   藤弘 SWA00828 清水サツキ

SWA00994 出井　 裕志 SWA01279 攝田久美子 SWA01216 丸山　 良次 SWA01047 松田　 哲也 SWA00908 平  　 弥一

SWA01045 木村　 源造 SWA01384 土野　 和幸 SWA01271 矢野　 ひで SWA01115 西山　 光康 SWA01041 西村　 雪枝

SWA01086 石川　 正男 SWA01439 井岡　 福男 SWA01293 江口恵理子 SWA01179 石田　 雅宏 SWA01075 橘内　 喜子

SWA01173 本間みつ子 SWA01441 高田　 雅史 SWA01301 渡邉　 靜江 SWA01286 竹原　 伸子 SWA01081 栗原　 静夫

SWA01189 白江　 丈郎 SWA01445 井上　 武男 SWA01306 藤田   鉄男 SWA01381 折本雄治郎 SWA01225 内山　 清美

SWA01243 一杉　 悠紀 SWA01447 三戸谷陽子 SWA01421 鈴木　 健司 SWA01389 三ツ木良夫 SWA01259 藤沢美香子

SWA01273 角田　 秀夫 SWA01448 三戸谷彩華 SWA01428 吉岡　 博子 SWA01416 丹治　 幸子 SWA01289 吉橋 　佳子

SWA01291 解良　 豊子 SWA01465 加藤　 知克 SWA01461 丹野　 洋子 SWA01451 児玉　 隆寿

SWA01325 尾嶋由美子 SWA01488 島田　 芳雄 SWA00895 小見浩一郎

SWA01326 尾嶋　 佑佳 SWA01190 内沼　 房二 SWA00719 竹内   　 誠 SWA00928 谷口  　  彰

SWA01341 山下　 正夫 SWA01298 清水　　 勇 SWA00897 秋庭      武 SWA00754 皆藤  　  誠 SWA00960 住谷   里子

SWA01352 樺山こぬれ SWA01037 細谷　 勝彦 SWA00759 平澤   和子

SWA01379 阿部はるみ SWA01192 平沼 　則子 SWA01039 冨沢　 庸子 SWA01158 中島　 次郎 SWA00360 遠藤   和夫

SWA01390 石山　 辰彦 SWA01380 持田　 洋三 SWA01073 中西　 則夫 SWA01285 竹原 　正人 SWA00658 神門  　  明

SWA01407 片岡　 秀和 SWA01350 本多　 新助 SWA00856 藤沢   浩憲

SWA01434 小林　　  徹 SWA00364 中村   昌董 SWA00732 和田善四郎

SWA01436 加藤　 敏郎 SWA00460 伊藤   正博 SWA00870 那須   久雄 SWA00660 岡   佐知子 SWA00777 本間   和也

SWA01469 松岡　 克巳 SWA00490 大久保   茂 SWA01238 清瀬　　  貫 SWA00790 新井い久代 SWA01085 遠藤　 繁子

SWA01471 高田　 征治 SWA00546 富田   浩平 SWA01410 田中不二夫 SWA00946 田島   美雄
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発行所　NPO法人埼玉県ウオーキング協会（NPO SWA）発行者　小川　正　編集責任者　大澤　宏

１００㌔表彰対象者　(７月３１日現在２９２名）

１００㌔ １００㌔

★歩行累計距離が1,000㌔までは各100㌔を達成する毎に、1,000～6,500㌔の間は500㌔毎に表彰さ
れます。（表彰は前月末までの累計距離を基準に行われます。）

（チェックを忘れますと当日の表彰は受けられません。忘れないよう協力をお願いします。）
★次回の100㌔表彰例会は８月４日（土）です。また９月度は９月９日（日）の例会です。
★以下のリストを確認の上、対象者の方は参加し、表彰をお受けください。

３００～５００㌔２００～５００㌔

（１） 第３４５号号外　埼玉あるけ通信　８月号号外　２００７年（平成１９年）８月１日発行

★SWA会員は”例会”および”特別例会”に参加し、”Member's　Card”を提示バーコードチェック
を受けると歩行距離が加算されます。

★表彰は100㌔表彰例会【原則毎月第一例会】（該当例会は”通信”にて案内）で行います。
★表彰対象者は例会当日《表彰者一覧確認リスト》をチェック（○をつける）して下さい。



SWA01162 平間　　  実 SWA00722 中村富士雄 SWA00803 泉  　  真美 SWA00377 紺野   利夫 SWA00141 岡野   幸一

SWA01057 田村三四子 SWA00936 荻田   幸夫 SWA00450 伊藤   博明 SWA00147 福田   良雄

SWA01109 金澤　 信夫 SWA00989 松浦　 捷二 SWA00679 岩井佐紀子 SWA00228 岡田      実

SWA00939 吉見　 秀文 SWA00991 長峯　 靜子 SWA00749 出浦   信行 SWA00229 藤田      進

SWA00112 小峰百合子 SWA01118 清水　 政明 SWA00801 山口   三造 SWA00525 北村     進

SWA00198 岡安   照男 SWA00951 木内   民雄 SWA01236 内藤  　 宏 SWA00927 粂川   道雄 SWA00584 水村   好江

SWA00297 川島   一浩 SWA00963 及川   峰子 SWA00624 大塚      久

SWA00718 荷田   政明 SWA00249 小西   常晴 SWA00445 福田   和喜 SWA01215 新島　 豊子 SWA00802 泉     隆司

SWA01003 高澤　 晴好 SWA00414 金子　 敏子 SWA00971 古橋   克己 SWA00826 岡崎   廣信

SWA01132 小林　 敏雄 SWA00513 宮崎   源一 SWA00106 宇野   哲夫

SWA01198 宮川　 澄夫 SWA00734 安部  　 哲 SWA00083 河合   光一 SWA00203 那須   芳麿 SWA00022 島田忠次郎

SWA01242 諸本　　  敦　 SWA00810 阿部   鐐次 SWA00289 庄司     進 SWA00419 伊藤 きく江 SWA00189 川村   正治

SWA01258 吉田　    茂 SWA01226 大塚　 英之 SWA00348 小澤　 朗美 SWA00486 小林富美子 SWA00211 津嘉田乗勝

SWA01317 金本美穂子 SWA01252 佐々木　 茂 SWA00401 小林   正幸 SWA00512 吉村   春雄 SWA00292 坂爪 　   隆

SWA01323 新井　 淳夫 SWA00418 新井　   友 SWA00514 中嶋  　 瑛 SWA00306 田上   徳三

SWA01331 大島　 秀夫 SWA00437 佐藤   利明 SWA00552 宇野   正恒 SWA00682 岸本美紗子

SWA01365 近藤　 順司 SWA00632 黒澤   隆雄 SWA00625 荒井   勇治 SWA00924 気境   猛雄 SWA00009 堀野   忠夫

SWA01420 糸山悠紀子 SWA00633 黒澤   容子 SWA00627 大島   謙一 SWA01066 池田　 敏之 SWA00126 磯  　  晴夫

SWA01424 小澤　 昌子 SWA00867 加藤   洋子 SWA00683 滝沢     茂 SWA00148 野口   安則

SWA00760 有賀   基之 SWA00093 渡部   恒昭 SWA00149 本郷   常次

SWA00782 篠田   恵子 SWA00843 三ツ木ふく江 SWA00770 滝沢   久子 SWA00178 今井   祐子

SWA01029 守屋　 照男 SWA00805 中島   武志 SWA00026 木谷   道宣 SWA00238 梶原   芳江

SWA01169 阿部　 光佑 SWA00105 橋本久美子 SWA00822 塩田   憲三 SWA00050 西木   春江 SWA00259 新井   頼子

SWA00109 中島  　　武 SWA00823 塩田   裕美 SWA00076 柴山   美代 SWA00369 岩本ひろ子

SWA00789 新井   孝一 SWA00333 中井美知子 SWA01065 馬場　 勝秀 SWA00100 久明   章雄 SWA00424 齋藤   敬三

SWA00571 榛葉   洋子 SWA01153 浅見 ヨシ子 SWA00239 北崎喜代子

SWA01079 大澤　　 巌 SWA00940 深井てる子 SWA01181 海野由紀子 SWA00336 高野   義次 SWA00095 阿部   ふく

SWA01093 芳川　 光恵 SWA01232 武田　 義男 SWA00398 菅野   文三

SWA00371 小山内貞雄 SWA01274 中村　 勝一 SWA01257 関根　 初子 SWA00581 藤井   唯之 SWA00155 今井   利治

SWA00650 宮田   周作 SWA01310 梶田　 金作 SWA00589 葉山   秀幸

SWA00761 米花   敏子 SWA00621 池田   英夫 SWA00681 浅野   啓次 SWA00131 与川     浩

SWA00807 杉山   正司 SWA01005 丸谷　 昇二 SWA00346 白木   光麿 SWA00752 新海久美子

SWA00885 井上   正隆 SWA01026 丸谷恵美子 SWA00887 近藤   繁男 SWA00192 太田   國浩

SWA00911 神山   安彦 SWA01180 海野　 一興 SWA00003 橋本佐太郎 SWA00888 永島   義規 SWA00351 梅沢   富三

SWA01056 國分　　  正 SWA00156 笠本   秋子 SWA00925 遠藤   保之

SWA01186 小川　 良助 SWA00629 渡部  　 恵 SWA00209 正本  　 保 SWA01144 小林ひろみ SWA00441 井上   國男

SWA01233 山村　 静夫 SWA00668 宇土  　 節 SWA00210 正本   佳子 SWA00492 八木   英士

SWA01334 内田　 叔男 SWA00253 大久保寿一 SWA00300 及川   幸治

SWA00673 松本   幸子 SWA00275 中根   義之 SWA00035 加藤   了一

注：　例　７００～９００㌔　は　７００㌔、８００㌔、９００㌔表彰対象者であることを示しています。
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900㌔

700～900㌔

800～900㌔

800～1,000㌔

1,000～1,500㌔

1,500㌔
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900～1,000㌔

1,000㌔
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600～900㌔

700㌔

400～1,000㌔

500㌔

（２） 第３４５号号外　埼玉あるけ通信　８月号号外　２００７年（平成１９年）８月１日発行

400～900㌔ 600～700㌔ 900㌔ 1,500㌔ 3,000㌔

600㌔

3,500㌔

4,000㌔

500～700㌔

500～800㌔

700～800㌔

800㌔

500～600㌔

4,500㌔

5,000㌔




