
エンゼル夏季ウィメンズチーム名簿 2018/7/30

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 備考

1 A1 大塚BC 1584 久保 照美 荻原 節子 山邑 幸子 大佐古 庸子

2 A2 大塚BC 1460 福吉 由紀 柳澤 彰子 宮国 亜矢子 太田 裕子

3 A3 大塚BC 1387 椿 旬子 木村 史子 宮田 章子 藤本 たか子

4 A4 大塚BC 1313 子野日 陽子 松尾 久美子 下保 俊子 佐藤 牧子 A希望

35 A5 大塚BC 1281 島村 京子 碇 恵子 大野 美智子 岩橋 道子

5 A6 大塚BC 1092 坂田 恵美 立花 和子 浅越 ことみ 仙石 響子

6 A7 大塚BC 1073 武田 純子 桑原 真子 小林 和子 森 仁子

7 A8 大塚BC 936 津守 和子 榎本 恵子 森山 節子 桜井 雅子 A希望

8 A9 大塚BC 930 松崎 ケイ子 牧田 紀美 梅津 由紀子 豊福 京子 A希望

9 A10 大塚BC 913 武内 秀子 信太 美千子 小室 洋子 家治 志磨子 A希望

10 B1 高田馬場BC 881 川畑 章子 山本 そよ子 中井 富子 石橋 由美子 フライト変更

12 B2 高田馬場BC 831 田中 裕子 Tan 瑞子 八木 典子 伊藤 美登利

13 B3 高田馬場BC 740 高橋 和子 山田 芙三子 川島 和子 須藤 園子

14 B4 高田馬場BC 707 水内 愛子 福田 喜子 田尻 ベティ 上田 幸穂

15 B5 高田馬場BC 633 石野 裕子 仙頭 かおる 橋本 正子 谷内 和歌子

17 B6 高田馬場BC 562 田森 侑子 桑原 幸子 勝山 紀久子 一ノ瀬 さゆり

19 B7 高田馬場BC 513 池田 真祐美 舟橋 典子 河野 まき子 千葉 明美

20 B8 高田馬場BC 512 山下 和子 原 裕子 三好 典子 高島 君代

21 B9 高田馬場BC 497 小川 和子 大島 美代子 柴崎 英子 三宅 もと子

23 B10 高田馬場BC 490 秋山 正子 花岡 節子 仙頭 雅子 関根 恵子 フライト変更

24 C1 四谷BC 473 坂部 富美子 加藤 佐知子 近藤 美智子 山崎 洋子

34 C2 四谷BC 467 村上 美千子 蓮沼 真寿美 太田 みちよ 谷口 由記

25 C3 四谷BC 421 塩田 淑子 斉藤 千鶴乃 渡辺 敦子 石川 慎子

27 C4 四谷BC 374 武井 寿子 小野 節子 石原 妙子 安田 桃子

28 C5 四谷BC 367 萬木 美緒 長谷川 恵美子 桑田 はるみ 深井 美紀子

29 C6 四谷BC 359 粟屋 和子 長沢 典子 堀江 由紀子 多田 知子

30 C7 四谷BC 344 井ノ口 明子 市川 昭子 加藤 節子 半田 美佐子

31 C8 四谷BC 282 荒井 淳 佐々木 京子 沢田 光子 伊藤 章代

32 C9 四谷BC 187 木原 めぐみ 溝田 はるみ 谷村 寿美 薬師寺 朱美

33 C10 四谷BC 153 浦田 陽子 立川 美子 芥川 節子 中村 啓子


