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受付 SP合計 No. 希望 チーム名 氏名1 氏名2 氏名3 氏名4 氏名5 氏名6

1 1753 A1 Nikotama Rapsody 下保 俊子 豊福 京子 柳澤 彰子 岩橋 道子 中川 澄江

2 1659 A2 福吉 由紀 島村 京子 佐藤 牧子 野田 祐子

3 1538 A3 坂本 みどり 宮国 亜矢子 大手 瑠利 高崎 恵

4 1533 A4 Arno 中谷 孝子 柳田 由美 小林 弘子 家森 晴恵

5 1307 A5 Rhein 小野 道子 斉藤 豊子 木村 史子 高橋 美奈子

6 1218 A6 勝栗 伝 準子 市川 千恵子 勝俣 敦子 村田 佳子

7 1148 A7 MIDORI 坂田 恵美 伊藤 美登利 原澤 沙依 岡野 有紀子

8 1059 A8 アナト 西田 奈津子 瀬戸口 宣子 森山 節子 梅津 由紀子

9 1059 A9 横浜たそがれ 飯田 康代 齋藤 邦子 鎌苅 公子 加藤 美砂江

10 1009 A10 A 津守 和子 榎本 恵子 椿 旬子 宮田 章子

11 975 A11 SKY 中本 君代 星加 玲子 福島 敦子 高見 紀子 小野 道子 阿部 久美子

12 947 A12 プランタン 石原 啓子 中井 富子 夏原 由紀子 永井 厚子

13 868 A13 石田 志津子 山本 菊子 若林 誠 外海 恵美子

14 841 A14 BARIS KEBAB 白銀 もとみ 明楽 典子 小久保 睦恵 田中 真由美 島崎 彩子

15 826 A15 A 関西1 東出 佳子 中尾 共栄 宮崎 紀美子 田中 純子

16 805 A16 SNSM 松尾 久美子 子野日 陽子 阪口 みどり 坂口 由子

18 743 A17 A 春ウララ 牧田 紀美 松崎 ケイ子 太田 裕子 関沢 美穂

57 568 A18 A 星 維子 高坂 めぐみ 折原 尚子 三宅 淳代
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17 791 B1 ほっとく 加藤 眞智子 下南 陽子 百石 睦子 堀川 みどり

19 748 B2 青い鳥 大田 容子 須藤 園子 栗田 正子 伊藤 美樹子 木村 あをえ

20 727 B3 夏山讃歌 池田 直子 荒木 照子 木村 しげ子 佐々木 依子 高山 久恵 佐藤 路子

21 697 B4 フォルッツァ 播 由美代 吉本 容子 布施 圭子 原田 啓子

22 690 B5 TFUM 水内 愛子 福田 喜子 田尻 ベティ 上田 幸穂

23 684 B6 HT 中嶋 祥子 谷口 由記 小山 麻理子 太田 みちよ

24 643 B7 パディントン 萬木 美緒 塩田 淑子 中村 和子 福丸 玲子

25 638 B8 ララ 井上 礼子 佐藤 優子 渡辺 叔子 坂本 倫子

26 637 B9 lspahan 中島 恭子 長野 美雪 高橋 宏子 佐伯 玲子 戸名 真理 大澤 尚子

27 631 B10 ジョリファム 川野 えりか 関口 理恵 中川 涼子 三好 典子

28 621 B11 Lemon 深瀬 英子 浅見 由美子 正井 和子 児玉 加代子

29 612 B12 西村 淳子 津山 美津子 臼井 紀代子 太田 展子 西村 輝子

30 595 B13 夏みかん 小林 のり子 泉 浄 喜多 恭子 平野 啓子 藤井 孝子 若松 愛子

31 558 B14 こでまり 池田 真祐美 浅田 由子 鈴木 登志子 橋爪 優子

32 553 B15 DOGWOOD 森 紀子 増田 佐代子 長山 恭子 田中 玉恵 高木 伸江

33 546 B16 グランドスマイル 山口 悦子 原 裕子 山下 和子 小峯 幸子

34 544 B17 さくら組 林 美和子 小野 節子 竹村 ちえ 石原 妙子 武井 寿子

35 522 B18 遊子 山田 敬子 脇野 政子 岸上 康子 山口 慶子 鈴木 真理

36 512 B19 ブリちゃん 遠藤 美穂子 瀧瀬 正子 本田 えり子 板垣 大子
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38 497 C1 隼 倉島 咲子 吉瀬 由美子 堀 裕子 津田 廸子

39 476 C2 Samantha Vavasa 河野 久美子 橋立 京子 石川 ちはる 大島 文子

40 475 C3 東北 渡邊 洋子 小嶋 和子 尾山 ゆかり 邑本 美佐

41 473 C4 あんのん会 上野 幸子 後藤 尚代 若狭 信子 伊藤 左千子

42 470 C5 チャレンジャー 辻 早苗 坊田 幸子 西村 知美 八木 清美

43 468 C6 中林 伊藤 圭子 茂理 紀子 中林 満子 高野 佳子

44 447 C7 SOSO 大和田 妙子 貞岡 佳子 坂井 恵子 大屋 久美子

45 447 C8 九州 橋川 渉子 岡田 智子 古田 美保 勝部 雅子

46 443 C9 愛茶 田村 敬子 田中 千代子 伊藤 育美 磯部 智子

47 440 C10 服部 登志子 中野 由美 鈴木 恵美子 小泉 早苗 堀越 悦子

37 429 C11 長谷川 恵美子工藤 三紀子 佐野 恵美 柴田 邦子 大貫 日出子

48 412 C12 プリエール 山本 佳子 高木 直子 仲田 紀子 石田 陽子

49 395 C13 関西2 山内 和子 北岡 昇子 木下 理子 横山 千寿子

50 366 C14 BGカルテット 岡崎 典子 坪井 康子 守屋 久仁子 中垣 文子 山田 みどり

51 334 C15 関西3 畑中 和子 中島 美恵子 岡 留美子 石田 久美子

52 251 C16 関西4 Johansson Hiro井上 峰子 西川 浩子 藤原 美津子

53 244 C17 広島ブリッジクラブ 中西 祥子 宮野内 洋子 片野 ますみ 田中 久美子

54 220 C18 瑞穂レディースV 佐藤 美穂子 池部 真佐子 兵藤 紀子 河野 桂子

55 204 C19 安田 桃子 水野 淳子 武藤 康子 浜田 美保

56 200 C20 札幌 大窪 陽子 小管 かおり 渡辺 テイ 西谷 洋子


