
 

受付 Flt. 会場 SP合計 連絡担当者 メンバー2 メンバー3 メンバー4 希望

2 A ムサシノBC 1473 福吉 由紀 柳澤 彰子 島村 京子 碇 恵子

3 A ムサシノBC 1462 久保 照美 荻原 節子 山邑 幸子 太田 裕子

4 A ムサシノBC 1356 椿 旬子 木村 史子 宮田 章子 藤本 たか子

6 A ムサシノBC 1011 武内 秀子 信太 美千子 小林 秀子 家治 志磨子

7 A ムサシノBC 997 小野 道子 斉藤 豊子 阪口 みどり 上田 真理子

8 A ムサシノBC 947 松崎 ケイ子 牧田 紀美 梅津 由紀子 豊福 京子

9 A ムサシノBC 922 武田 純子 桑原 真子 小林 和子 野村 英子

10 A ムサシノBC 906 津守 和子 榎本 恵子 森山 節子 桜井 雅子 A

11 A ムサシノBC 900 川畑 章子 吉田 俊江 浅越 ことみ 立花 和子

12 A ムサシノBC 792 明楽 典子 小久保 睦恵 田中 裕子 八木 典子

13 A ムサシノBC 774 松田 奉子 高橋 加代子 永井 厚子 夏原 由紀子
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14 B 渋谷BC 730 宇野 京子 川島 和子 高橋 和子 須藤 園子

15 B 渋谷BC 707 臼井 紀代子 津山 美津子 高橋 美奈子 伊藤 左千子

16 B 渋谷BC 617 山口 悦子 柳澤 恭子 矢野 九美 土居 友子

17 B 渋谷BC 611 池田 真祐美 舟橋 典子 鈴掛 壽子 見次 啓子

40 B 渋谷BC 583 上田 幸穂 長谷川 悦子 田尻 ベティ 水内 愛子

41 B 渋谷BC 519 村上 美千子 蓮沼 真寿美 谷口 由記 太田 みちよ

18 B 渋谷BC 511 小峯 幸子 山下 和子 原 裕子 三好 典子

19 B 渋谷BC 506 百石 睦子 堀川 みどり 青柳 明子 澤田 雅子

20 B 渋谷BC 486 山岸 由枝 松村 幸子 塚田 明 小早川 富喜子

22 B 渋谷BC 455 八木 泰子 古久保 ゆかり 北島 章子 川野 えりか

23 B 渋谷BC 445 坂部 富美子 加藤 佐知子 近藤 美智子 山崎 洋子

24 B 渋谷BC 442 西村 淳子 深井 美紀子 山本 由美子 西村 輝子

25 B 渋谷BC 442 渡辺 法子 渡邊 洋子 永野 澄栄 磯部 智子

26 B 渋谷BC 333 安間 摩喜子 杉本 由紀子 松澤 節子 畔柳 百合子 B
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27 C 東中野BC 427 中村 壽子 濱田 尚子 石橋 満喜子 石川 智香子

28 C 東中野BC 389 長谷川 恵美子 北川 栄子 関根 恵子 佐野 恵美

29 C 東中野BC 386 坪井 千鶴子 金田 れい子 田中 規子 大久保 陽子

30 C 東中野BC 371 武井 寿子 小野 節子 石原 妙子 安田 桃子

31 C 東中野BC 348 中澤 悦子 益本 むつみ 辻 富子 青木 幹子

42 C 東中野BC 335 塩田 淑子 丹呉 和子 石川 慎子 渡辺 敦子

36 C 東中野BC 334 大貫 日出子 布施 康子 大島 康子 小林 信子

32 C 東中野BC 315 山地 光 赤羽 園子 小池 真知子 筧 惇子

33 C 東中野BC 306 荒井 淳 佐々木 京子 沢田 光子 伊藤 章代

34 C 東中野BC 288 井ノ口 明子 大島 由美子 加藤 節子 半田 美佐子

35 C 東中野BC 279 澤田 桃代 金井 恭子 谷代 エミ 玉川 裕子

37 C 東中野BC 219 三浦 千春 石塚 芳子 磯崎 和子 三輪 恵子

38 C 東中野BC 50 北村 佳子 中村 啓子 立川 美子 平原 温子


