
代表者

1 ゼロ・ホワイト 松永 恵子 小林 晴美 白木 美佐子 福永 奈美 今峰 春美 水方 紀代

2 キャラメルコーン 西川 りか 齊藤 文子 東嶋 和子 田中 あゆみ 鈴木 昌美 青木 ゆう

3 テニスって楽しい！！ 小阪 紀子 バロウ 妙子 金川 久美子 吉井 心美 松長 真紀 長 智恵子

4 すくすく育てて 李 美奈子 岡田 文芽 亀岡 理恵 荒木 直子 森本 里美 山本 覚子

5 天然素材 奥野 千鶴 山野 美紀 高畑 和美 小室 利美 古舞 直実 桑嶋 乃梨子

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

7 ミックスナッツ 山脇 千佳子 野村 芳子 川田 滋子 沢辺 悦子 高寺 裕子 審 佐和子

8 ベルフラワー 鍋谷 恵美子 長谷川 京子 加茂前 朱美 村上 雅子 向井 雅子 柴田 道子

9 こなみ かわす 杉山 朱実 中島 加奈美 片山 八千子 小山 利枝 宮路 知子 渡部 裕子

10 ミックスベリー 松尾 静枝 野口 親子 渡辺 郷子 松尾 彬子 小林 温子 田中 久美

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 楽しいのが一番 田中 和美 田原 清美 鷲尾 ちえみ 大橋 扶企子 東坂 夏子 木村 和子

13 ローズマリー 坂根 咲央里 松下 智佳子 黒川 恭子 田中 礼子 内田 和子 岡 智香

14 オールアバウト 宇山 由美 滑川 富子 田中 博子 伊東 育子 向田 知恵子 長尾 よう子

15 すずらん乱舞！ 小島 晴美 土岡 三智子 熊谷 節代 名賀 由美子 高山 悦子 井内 みすず

16 ピーナッツ 曽谷 亜由美 林 一恵 田中 正美 神山 朋子 植野 啓子 池野 友美

17 かっぱえびせん 外薗 玲子 井上 裕紀子 山崎 育代 岡崎 睦 力丸 庸子 福井 美紀代

18 笑う門には福来る 根木 亜希 玉田 富美子 伊原 順子 新頭 朋子 志牟田 真理子岡本 晶子

19 スマイル 山本 裕子 清水 可奈子 湯澤 理香 麸山 みちよ 塩田 育恵 坂下 久美子

20 大安吉日 﨑浴 美奈子 片岡 典代 岡 美智代 関口 智子 富永 よし美 平田 裕子

21 バモース！ 東根 明美 石原 まり子 川本 由美子 藤井 いさ子 森崎 尚子 柚野 信子

22 桃尻レンジャー 中澤 恵子 高見 日登美 川勝 光美 李 明代 古瀬 瞳 田中 彩

23 花組サイコー 中野 裕子 松波 江寸子 上村 美智子 前原 ひろみ 瀧本 浩代 上谷 るみ

24 ぴっころ 奥田 久美子 西村 麻祐美 玉 清美 有年 日登美 石末 満里 入 純子

　　　　５５ 歳

2021　コスモスカップ　ＩＮ 55　名簿

　9月 24日 (金)
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