
 

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

3 A 東中野BC 1263 椿 旬子 木村 史子 宮田 章子 藤本 たか子

2 A 東中野BC 1214 山邑 幸子 大佐古 庸子 坂本 弥生 瀬戸口 宣子

4 A 東中野BC 938 牧田 紀美 松崎 ケイ子 梅津 由紀子 豊福 京子 A

5 A 東中野BC 905 桜井 雅子 森山 節子 榎本 恵子 津守 和子

6 A 東中野BC 882 岡野 有紀子 八木 典子 高坂 めぐみ 星 維子

7 A 東中野BC 769 白銀 もとみ 明楽 典子 小久保 睦恵 田中 真由美

27 A 東中野BC 747 松田 奉子 高橋 加代子 夏原 由紀子 中井 富子

8 A 東中野BC 735 石野 裕子 宮代 利子 石原 啓子 田中 美恵子
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11 B 五反田BS 559 臼井 紀代子 伊藤 左千子 高橋 美奈子 志水 恵美

12 B 五反田BS 542 渡辺 祐子 鈴木 真理 山口 慶子 飯田 喜和子

13 B 五反田BS 520 松嶋 美津子 中川 和子 渡辺 法子 渡邊 洋子

15 B 五反田BS 496 辻 早苗 坊田 幸子 西村 知美 八木 清美

16 B 五反田BS 494 村上 美千子 蓮沼 真寿美 谷口 由記 太田 みちよ

17 B 五反田BS 493 小峯 幸子 山下 和子 原 裕子 三好 典子

21 B 五反田BS 486 岩田 和子 米山 裕子 佐野 広子 水内 愛子

18 B 五反田BS 471 坂部 富美子 幾石 恵子 近藤 美智子 山崎 洋子



 

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

冬季ウィメンズチーム参加者名簿 1月28日

19 C 高田馬場BC 456 永野 澄栄 池田 由美子 松谷 道子 鈴木 幸子

20 C 高田馬場BC 446 山地 光 赤羽 園子 筧 惇子 猪鹿倉 洋子

22 C 高田馬場BC 420 長谷川 恵美子 西山 真理 田中 秀子 北川 栄子

23 C 高田馬場BC 408 井ノ口 明子 市川 昭子 田口 さつき 宮﨑 千恵

24 C 高田馬場BC 361 粟屋 和子 長沢 典子 堀江 由紀子 多田 知子

25 C 高田馬場BC 263 井上 絢子 泉 榮子 垂水 康子 木村 みね子

26 C 高田馬場BC 251 熊谷 明子 田中 明子 瓜生田 和子 永堀 雪子


