
 2019年 夏季ウィメンズチーム　参加者名簿 2019/7/29

受付 No. 会場 SP 連絡担当者 メンバー2 メンバー3 メンバー4 希望

1 A1 高田馬場BC 1887 大野 京子 田嶋 美津江 西田 奈津子 大野 美智子 A

25 A2 高田馬場BC 1440 下保 俊子 佐藤 牧子 松尾 久美子 岩橋 道子

3 A3 高田馬場BC 1304 椿 旬子 木村 史子 宮田 章子 藤本 たか子

4 A4 高田馬場BC 1124 福吉 由紀 仙石 響子 小田 由美子 折原 尚子 A

5 A5 高田馬場BC 1022 松崎 ケイ子 牧田 紀美 梅津 由紀子 豊福 京子

6 A6 高田馬場BC 911 榎本 恵子 津守 和子 桜井 雅子 森山 節子 A

7 A7 高田馬場BC 842 田中 裕子 都梅 伸子 島崎 彩子 伊藤 美登利

8 A8 高田馬場BC 795 武田 純子 桑原 真子 小林 和子 酒井 弥生

9 B1 大塚BC 769 仙頭 かおる 西浦 眞智子 八木 典子 川畑 章子

10 B2 大塚BC 742 水内 愛子 福田 喜子 田尻 ベティ 上田 幸穂

11 B3 大塚BC 736 星 維子 高坂 めぐみ 宮国 亜矢子 中島 貞子

13 B4 大塚BC 576 坂田 恵美 岡野 有紀子 榎本 恵子 鈴木 美智子

12 B5 大塚BC 544 関口 理恵 川野 えりか 中川 涼子 水口 幸子

14 B6 大塚BC 526 塩田 淑子 斉藤 千鶴乃 石川 慎子 渡辺 敦子

15 B7 大塚BC 495 大島 美代子 柴崎 英子 三宅 もと子 小川 和子

16 B8 大塚BC 364 粟屋 和子 長沢 典子 堀江 由紀子 多田 知子 B

17 C1 東中野BC 489 渡辺 法子 永野 澄栄 磯部 智子 渡邊 洋子

18 C2 東中野BC 487 小峯 幸子 山下 和子 原 裕子 三好 典子

19 C3 東中野BC 480 武井 寿子 小野 節子 石原 妙子 安田 桃子

20 C4 東中野BC 439 坂部 富美子 加藤 佐知子 近藤 美智子 山崎 洋子

21 C5 東中野BC 363 山地 光 赤羽 園子 津田 輝子 筧 惇子

22 C6 東中野BC 340 長谷川 恵美子 北川 栄子 柴田 邦子 佐野 恵美

23 C7 東中野BC 320 荒井 淳 佐々木 京子 沢田 光子 伊藤 章代

24 C8 東中野BC 249 井ノ口 明子 半田 美佐子 布施 康子 栗原 知
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