
 2017年玉川髙島屋S･C杯参加者名簿 2017/4/14

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

1 A 1 野田 祐子 佐藤 牧子 福吉 由紀 高崎 恵 1682

2 A 2 Las Amantes 柳澤 彰子 下保 俊子 宮国 亜矢子 大手 瑠利 1558

3 A 3 peacock 中谷 孝子 小林 弘子 柳田 由美 家森 晴恵 1494

4 A 4 中尾 共栄 坂本 みどり 瀬戸口 宣子 西田 奈津子 1476

5 A 5 飯山 春代 中川 澄江 大野 京子 長崎 玲子 1399 A

6 A 6 プランタン 石原 啓子 八木 典子 東 正子 夏原 由紀子 1104

7 A 7 itumono 椿 旬子 宮田 章子 榎本 恵子 津守 和子 1094

8 A 8 D'dorf 木村 史子 高橋 美奈子 志水 恵美 宇野 京子 小野 道子 1065

9 A 9 勝栗 伝 準子 市川 千恵子 勝俣 敦子 村田 佳子 1060

10 A 10 ア･マ･ポーラ 武内 秀子 信太 美千子 家治 志磨子 小林 秀子 1035

11 A 11 Roselle 小宮山 則子 仲村 泉 中村 澄代 桐山 千里 原澤 沙依 988

12 A 12 TACHIBANA 坂田 恵美 立花 和子 栗原 由美 大島 妙子 984

13 A 13 YELL～ 松尾 久美子 豊福 京子 子野日 陽子 坂口 由子 982 A

15 A 14 桜井 雅子 星 維子 田中 裕子 高坂 めぐみ 854

16 A 15 ハルウララ 牧田 紀美 松崎 ケイ子 太田 裕子 関沢 美穂 844

17 A 16 折原 尚子 小田 由美子 三宅 淳代 杉山 靖子 839 A

18 A 17 小林 和子 桑原 真子 加藤 陽子 野村 英子 833

19 A 18 大野 美智子 高野 弘子 山本 そよ子 穴沢 啓子 永井 厚子 820

20 A 19 ほっとく 加藤 眞智子 下南 陽子 百石 睦子 堀川 みどり 808

21 A 20 白銀 もとみ 高野 悦子 明楽 典子 小久保 睦恵 806

23 A 21 Les Roses Bleues 山田 祥子 山邑 幸子 坂本 弥生 長谷川 悦子 788 A

24 A 22 関西1 石田 志津子 山本 菊子 若林 誠 外海 恵美子 638 A
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22 B 1 ロンド 飛鳥田 富美江土居 友子 千々岩 君代 竹田 素子 806

25 B 2 青い鳥 大田 容子 須藤 園子 伊藤 美樹子 栗田 正子 木村 あをえ 750

26 B 3 けやき 赤山 由紀子 谷内 和歌子 橋本 正子 石野 裕子 745

27 B 4 スカイ 星加 玲子 中本 君代 高見 紀子 小野 道子 阿部 久美子 721

28 B 5 水内 愛子 福田 喜子 田尻 ベティ 上田 幸穂 719

29 B 6 Queen スマイル 杉野 すみ子 勝部 雅子 西 洋子 権藤 泰子 680

30 B 7 ハルサザンカ 藤井 孝子 喜多 恭子 吉岡 和起子 若松 愛子 644

31 B 8 組曲 吉田 輝子 一ノ瀬 さゆり 長門 由美子 谷口 仁美 640

32 B 9 NNUS 宇野 文子 中井 富子 佐藤 達子 西村 厚子 638

34 B 10 テディベア 井上 礼子 佐藤 優子 植野 正枝 木村 邦子 634

35 B 11 SMILE 大島 美代子 高山 久恵 三宅 もと子 小川 和子 621

36 B 12 りりあん 川野 えりか 関口 理恵 中川 涼子 守屋 美木子 613

37 B 13 夏山讃歌 池田 直子 国友 幸子 小野木 美弥子坪井 千鶴子 荒木 照子 加茂 恵津子 611

38 B 14 ナツミカン 平野 啓子 小林 のり子 泉 浄 磯部 智子 596

39 B 15 N4T2 大澤 尚子 中島 恭子 長山 恭子 田中 玉恵 戸名 真理 長野 美雪 591

45 B 16 ブルーベル 山口 悦子 原 裕子 山下 和子 小峯 幸子 鈴木 京子 586 B

40 B 17 安原 民子 蜂巣 征子 西山 真理 菊地 澄子 571

41 B 18 フルーツカクテル 津山 美津子 臼井 紀代子 西村 輝子 西村 淳子 570

43 B 19 パディントン 萬木 美緒 塩田 淑子 中村 和子 福丸 玲子 560

44 B 20 あんのん会 上野 幸子 畑中 和子 若狭 信子 伊藤 左千子 535

46 B 21 エーデルワイス 小林 孝子 宮田 章子 寺内 直美 服部 容子 520

47 B 22 関西2 伏岡 浩子 河辺 紀子 桝田 寧子 広田 美智子 362 B
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48 C 1 茉莉花 山本 佳子 田中 千代子 石田 直子 本間 容子 484

49 C 2 かずねぇ 邑本 美佐 尾山 ゆかり 平野 雅子 渡辺 和子 464

70 C 3 ローズマリー 関根 恵子 長谷川 恵美子青柳 珠恵 工藤 三紀子 450

50 C 4 Samantha Vavasa 橋立 京子 石川 ちはる 大島 文子 河野 久美子 446

51 C 5 さくら組 林 美和子 竹村 ちえ 小野 節子 石原 妙子 432

52 C 6 遊子 山口 慶子 山田 敬子 脇野 政子 岸上 康子 鈴木 真理 432

53 C 7 MAKA不思議 佐藤 万里 千葉 明美 田中 啓子 善野 敦子 413

54 C 8 渡辺 叔子 鳥生 恵美子 川合 千穂子 坂本 倫子 410

55 C 9 隼 倉島 咲子 堀 裕子 吉瀬 由美子 松原 幸子 395

56 C 10 TMOY 安井 留美 小木曽 秀子 田中 裕子 水谷 国子 362

57 C 11 関西4 村元 光子 岡田 佳代子 小林 佳子 松井 美奈子 358

58 C 12 バウムクーヘン 田村 敬子 君塚 洋子 垂水 康子 守屋 久仁子 325

59 C 13 レモネード 近藤 郁子 山田 夏子 薪田 芳江 舟橋 典子 佐藤 敦子 清水 愛子 320

60 C 14 安田 桃子 杉田 治子 村上 祐子 山田 みどり 317

61 C 15 FESTINA LENTE 橋爪 優子 佐藤 路子 川手 若菜 杉田 啓子 311

62 C 16 クローバの会 柴田 邦子 中井 亮子 高木 直子 中村 壽子 307

63 C 17 Maple 小林 恵美子 村越 さよ子 長谷川 恵子 栗原 聖子 261

64 C 18 hgmy 井ノ口 明子 大島 由美子 大竹 道子 半田 美佐子 241

65 C 19 関西3 長沢 智子 森本 康子 助野 節子 山岡 朱美 228

66 C 20 札幌 池野 千枝 根本 あや子 小屋 孝子 松木 記美子 226

67 C 21 Carp 女子 片野 ますみ 中西 祥子 宮野内 洋子 田中 久美子 206

68 C 22 瑞穂 chiquita 森下 実雪 小泉 律子 兵藤 紀子 河野 桂子 176

69 C 23 レディ･カガ 北川 由紀 細田 冨美 宮越 順子 池上 小夜子 146


