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

1 1548 A1 福吉 由紀 柳澤 彰子 宮国 亜矢子 大手 瑠利

2 1518 A2 高崎 恵 佐藤 牧子 上田 真理子 野田 祐子

3 1496 A3 Arno 中谷 孝子 小林 弘子 柳田 由美 家森 晴恵

4 1470 A4 GIRU 中川 澄江 下保 俊子 小田 由美子 島崎 彩子

6 1358 A5 勝栗 伝 準子 市川 千恵子 勝俣 敦子 村田 佳子 齋藤 邦子

5 1324 A6 坂本 みどり 西田 奈津子 瀬戸口 宣子 森山 節子

7 1203 A7 島村 京子 碇 恵子 大野 美智子 岩橋 道子

8 1145 A8 Rhein 小野 道子 斉藤 豊子 木村 史子 高橋 美奈子

9 1080 A9 カルデラーダ 武田 純子 川島 和子 高橋 和子 坂本 弥生

10 1079 A10 ア･マ・ポーラ 武内 秀子 信太 美千子 小林 秀子 家治 志磨子

12 988 A11 HOSHI 坂田 恵美 星 維子 高坂 めぐみ 桜井 雅子 椿 旬子

13 943 A12 YELL～エール～ 松尾 久美子 豊福 京子 子野日 陽子 坂口 由子

11 937 A13 Roselle 吉本 園 小宮山 則子 中村 澄代 佐々原 みのり 原澤 沙依

14 914 A14 PLUTO 山田 祥子 山邑 幸子 長谷川 悦子 藤本 たか子

15 887 A15 INCROCI 江副 しげ子 佐金 加代子 播 由美代 布施 圭子 吉本 容子

16 859 A16 ciao 白銀 もとみ 明楽 典子 小久保 睦恵 岡野 有紀子 鈴掛 壽子 田中 真由美

18 821 A17 津守 和子 榎本 恵子 宮田 章子 沢田 伊月子

19 748 A18 春 ウララ 牧田 紀美 松崎 ケイ子 太田 裕子 関沢 美穂
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17 854 B1 中本 君代 星加 玲子 高見 紀子 福島 敦子 小野 道子 阿部 久美子

21 853 B2 K.N.T. 小林 和子 桑原 真子 徳重 陽子 野村 英子

22 847 B3 I LOVE BRIDGE 赤山 由紀子 谷内 和歌子 橋本 正子 石野 裕子

23 822 B4 ほっとく 加藤 眞智子 下南 陽子 百石 睦子 堀川 みどり

24 804 B5 青い鳥 大田 容子 須藤 園子 栗田 正子 木村 あをえ 伊藤 美樹子

25 754 B6 チーム そだね 八木 典子 川上 由美子 田中 裕子 淮田 朋子

20 724 B7 関西1 若林 誠 山本 菊子 外海 恵美子 石田 志津子

26 700 B8 KyushuL 横田 宏子 森脇 典子 杉野 すみ子 勝部 雅子

29 626 B9 渡辺 叔子 坂本 倫子 井上 礼子 佐藤 優子

30 625 B10 いーgirls 仙頭 かおる 西浦 眞智子 吉田 輝子 一ノ瀬 さゆり

31 617 B11 ハルサザンカ 藤井 孝子 吉岡 和起子 喜多 恭子 若松 愛子

32 601 B12 dancing queens 深瀬 英子 浅見 由美子 正井 和子 児玉 加代子

33 587 B13 夏山讃歌 池田 直子 荒木 照子 坪井 千鶴子 鮫島 小夜子 山本 桂子

34 587 B14 KAME 伊藤 美登利 曽根本 江美 辻 早苗 坊田 幸子

35 566 B15 Grand Smile 山口 悦子 原 裕子 山下 和子 小峯 幸子

36 565 B16 夏みかん 小林 のり子 泉 浄 平野 啓子 磯部 智子

37 564 B17 津山 美津子 臼井 紀代子 西村 輝子 西村 淳子

38 553 B18 Ispahan 中島 恭子 田中 玉恵 鷲巣 真美 戸名 真理 大澤 尚子 長野 美雪

39 536 B19 パディントン 萬木 美緒 塩田 淑子 中村 和子 福丸 玲子

40 526 B20 関西4 倉谷 多得子 福田 礼子 西村 珠美子 山田 靖子
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41 524 C1 あんのん会 上野 幸子 後藤 尚代 若狭 信子 伊藤 左千子

42 515 C2 じゃがじゃが 中嶋 祥子 小山 麻理子 谷口 由記 太田 みちよ

43 504 C3 DOGWOOD 森 紀子 増田 佐代子 高木 伸江 三嶋 郁子

44 491 C4 隼 倉島 咲子 堀 裕子 吉瀬 由美子 陶山 光子

45 487 C5 遊子 山田 敬子 脇野 政子 岸上 康子 山口 慶子 鈴木 真理

46 478 C6 Samantha Vavasa 橋立 京子 石川 ちはる 大島 文子 河野 久美子

47 473 C7 かずねぇ 渡辺 和子 平野 雅子 尾山 ゆかり 邑本 美佐

48 463 C8 遠藤 美穂子 本田 えり子 大城戸 恵美子板垣 大子

49 461 C9 MIO-CaTS 武田 千恵子 石塚 実真子 谷 幸子 大野 美都子

50 449 C10 こでまり 池田 真祐美 橋爪 優子 浅田 由子 鈴木 登志子

51 448 C11 カメラート 佐野 恵美 関根 恵子 鈴木 恵美子 服部 登志子 高木 直子

53 414 C12 関西2 北岡 昇子 山内 和子 木下 理子 横山 千寿子

54 397 C13 パンダの仲間 米山 裕子 岩田 和子 山下 文子 須貝 ムツ子 春見 和子 佐野 広子

55 394 C14 Polaris 原 潤子 後久 恵子 青野 美菜子 人見 豊子 鶴田 ふみ子 江川 るり子

56 360 C15 BGカルテット 岡崎 典子 中垣 文子 坪井 康子 守屋 久仁子

57 266 C16 広島 宮野内 洋子 中西 祥子 田中 久美子 片野 ますみ

58 224 C17 ワンピースⅡ 石橋 満喜子 平田 稔乃 伊福部 由香里長岡 裕子

59 223 C18 関西3 岡田 順子 前川 邦子 長谷川 富美子竹下 則子

60 214 C19 瑞穂レディースⅤ 兵藤 紀子 池部 真佐子 河野 桂子 佐藤 美穂子


