
エンゼル夏季ウィメンズチーム名簿 2017/7/24

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 大塚BC 2280 大野 京子 田嶋 美津江 坂本 みどり 西田 奈津子 A

2 A2 大塚BC 1505 椿 旬子 木村 史子 藤本 たか子 宮田 章子

3 A3 大塚BC 1490 柳澤 彰子 福吉 由紀 宮国 亜矢子 太田 裕子

4 A4 大塚BC 1407 中川 澄江 三輪 安紀子 内藤 佐紀子 山田 尤子

5 A5 大塚BC 1386 松尾 久美子 子野日 陽子 下保 俊子 佐藤 牧子

6 A6 大塚BC 1227 坂本 弥生 大佐古 庸子 大野 美智子 岩橋 道子

7 A7 大塚BC 1149 坂田 恵美 伊藤 美登利 浅越 ことみ 仙石 響子

8 A8 大塚BC 1038 武内 秀子 信太 美千子 小林 秀子 家治 志磨子 A

9 A9 大塚BC 996 松崎 ケイ子 牧田 紀美 豊福 京子 長谷川 悦子 A

10 A10 大塚BC 954 杉山 靖子 小田 由美子 島崎 彩子 大手 瑠利 A

11 A11 大塚BC 935 津守 和子 榎本 恵子 森山 節子 桜井 雅子 A

12 B1 ムサシノBC 945 武田 純子 桑原 真子 小林 和子 野村 英子

13 B2 ムサシノBC 797 水内 愛子 福田 喜子 田尻 ベティ 上田 幸穂

14 B3 ムサシノBC 785 赤山 由紀子 谷内 和歌子 石野 裕子 橋本 正子

15 B4 ムサシノBC 770 小野 道子 斉藤 豊子 阪口 みどり 坂口 由子

16 B5 ムサシノBC 728 川畑 章子 山本 そよ子 穴沢 啓子 吉田 俊江

17 B6 ムサシノBC 686 遠藤 洋子 柿沼 紀子 吉田 通子 沢田 光子

18 B7 ムサシノBC 661 高橋 和子 須藤 園子 萬木 美緒 中村 和子

19 B8 ムサシノBC 552 関口 理恵 近藤 由紀 有田 妙子 濱田 尚子

22 B9 ムサシノBC 485 大森 悦子 永野 澄栄 伊藤 裕子 吉村 憲子

23 B10 ムサシノBC 459 坂部 富美子 加藤 佐知子 近藤 美智子 山崎 洋子

24 C1 四谷BC 447 小川 秀子 鈴木 恵美子 加藤 福美 服部 登志子

25 C2 四谷BC 416 安間 摩喜子 杉本 由紀子 松澤 節子 畔柳 百合子

27 C3 四谷BC 397 長谷川 恵美子 八木 宣子 関根 恵子 佐野 恵美

28 C4 四谷BC 367 塩田 淑子 斉藤 千鶴乃 石川 慎子 渡辺 敦子

26 C5 四谷BC 366 太田 みちよ 村上 美千子 八木 清美 草柳 由紀

29 C6 四谷BC 326 山地 光 赤羽 園子 津田 輝子 筧 惇子

30 C7 四谷BC 324 工藤 三紀子 鈴木 みどり 横沢 さち子 伊藤 佳代子

31 C8 四谷BC 321 日南田 光子 渡辺 すず枝 手沢 偕子 加賀尾 敏子

32 C9 四谷BC 270 寺岡 悦子 江口 由美 樺山 京子 田上 ひろみ

33 C10 四谷BC 262 熊谷 明子 田中 明子 瓜生田 和子 永堀 雪子

34 C11 四谷BC 198 木原 めぐみ 薬師寺 朱美 溝田 はるみ 谷村 寿美


