
代表者

1 ＴＨＥ覇王線の女 北浦 榮子 小林 明子 城下 恒子 加古 千佳 田中 玲子 中塚 文子

2 ベルフラワー 鍋谷 恵美子 長谷川 京子 加茂前 朱美 増田 末美 平田 裕子 﨑浴 三奈子

3 ワイワイガヤガヤ 漆原 かおり 玉田 富美子 伊原 順子 根木 亜希 山本 美奈子 岡本 晶子

4 今年もピッカピカ 久保 春美 内野 鶴子 櫻井 美紀 内田 美智代 江原 千晶 寺田 勢津子

5 モンブランプリン 西川 りか 齋藤 文子 東嶋 和子 田中 あゆみ 鈴木 昌美 青木 ゆう

6 チームぺこぱ 東根 明美 藤井 いさこ 森崎 尚子 柚野 信子 久保 千鶴 辻 恵子

7 Huricanes 高見 日登美 小林 裕子 長安 幹子 植野 恵美 田中 久美 小林 温子

8 そこ笑っとこ 古井 悦子 上野 千鶴 岩本 文子 広岡 聖子 田房 富久子 山田 綾

9 すくすく育てて 李 美奈子 池浦 政子 櫟 真由美 森本 里美 山本 覚子 亀岡 理恵

10 いらっしゃ～い！ 山本 裕子 清水 加奈子 麩山 みちよ 山口 仁美 湯澤 梨香 池田 真美子

11 何これ珍メンバー 田治 見優子 正躰 八千代 松田 かつゑ 福嶌 由美子 武村 真由美 日尾 温子

12 ブルースカイ 東尾 多美子 鐘ヶ江 千文 安積 康子 宮村 真由美 松屋 夏佳 山﨑 光

13 ムーンローズ 曽谷 亜由美 林 一恵 田中 正美 神山 朋子 植野 啓子 池野 友美

14 オールアバウト 宇山 由美 田中 博子 滑川 富子 伊東 育子 酒井 淑子 向田 千恵子

15 オール笑スターチーム 横田 俊子 村脇 佳子 坪倉 三恵 岡 美智代 大原 芳子 若林 理香

16 昼呑みレンジャー 中澤 恵子 梶川 眞理子 小林 亜紀 李 明代 福島 真智子 溝口 亜紀

17 ミックスベリー 渡辺 郷子 松尾 静枝 野口 親子 相山 芳美 松尾 彬子 上林 静江

18 レインボー 石原 まり子 福岡 秀実 北山 由華 油納 直子 坂根 咲央里 芝田 智美

19 リジーズ＋2 早野 眞代 牧田 和子 松田 英美 朝倉 恵美子 早野 知実 早野 百英

20 いぬ、いの会 Ⅱ 藤澤 慶子 中尾 みゆき 小野 益美 安達 典子 渡邊 豊恵 久保田 美鈴

21 RＴFスマイルパワー 西川 名美 手川 美奈子 西山 由紀子 石田 理恵 伊藤 由香 渡部 裕子

22 頑張ったらプリン 田中 藤美 後藤 君代 西澤 みゆき 奥村 仁子 笠原 好美 大森 なつみ

23 コスモス畑 黒川 恭子 三浦 喜久子 前田 由美子 岡 智香 岡田 綾 川崎 由佳

24 インフィオナータ 正井 雪江 小阪 紀子 池田 麻紀 相澤 明美 竹内 多香子 黒崎 育美

　　　　　55歳

2020　コスモスカップ　ＩＮ 55　名簿

　9月 24日 (木)

チ-ム名 選　　　手　　　名


