
1 小林 裕子 高見 日登美長安 幹子 植野 恵美 上村　直子 長田 賀津子

2 鍋谷 恵美子長谷川 京子加茂前 朱美河崎 純江 倉森 敦子 藤本 真由美

3 上村 美智子松波 江寸子前原 ひろみ上谷 るみ 鈴木 葉子 中野 裕子

4 酒井 淑子 滑川 富子 田中 博子 小林 明子 向田 知恵子横田 晶代

5 小笹 加代見城下 恒子 久保 春美 酒井 美佳子山田 由美子本田 あゆみ

6 大澤 まや 中祖 順恵 酒井 洋子 上垣 雅子 福嶌 由美子嶋中 晴美

7 上林 静江 渡辺 郷子 内野 鶴子 野口 親子 鈴木 賢美 稲垣 博子

8 渋谷 貞美 田口 智恵美松下 茂美 大塚 初恵 朝倉 多恵子市川 真衣子

9 橋爪 京子 西山 由紀子渡部 裕子 末田　博子 宮路 知子 小山 利枝

10 林 一恵 長尾 郁代 神山 朋子 徳田 聡美 阪下 利香子加藤 園子

11 山名 冨貴子久世 京子 森本 里美 山本　覚子 李 美奈子 湯澤 理香

12 竹中 加奈子玉田 富美子西牧 佳子 荒木 三千代下村　有加 奥主 ゆり

13 田中 正美 増田 龍子 豊田 環 川勝 光美 磯田 珠可子若林 幸子

14 関野 映子 小室 利美 関口 智子 平田 裕子 武村 真由美田治見 優子

15 小倉 郁子 西川 名美 松下 佐代子手川 美奈子南 美雪 森 梨沙

16 河崎 千景 梶田 洋美 小林 晴美 渡井口 靖子松永 恵子 増本 千賀子

17 田原 清美 大澤 美恵 宮脇 みどり 大橋 扶企子 田中 和美 東坂 夏子

18 相原 みさ 安積 康子 山﨑 光 鐘ヶ江 千文東尾 多美子力丸 庸子

19 寺口 章子 畑 貴子 正躰 八千代 篠崎 真規子 田口 恵子 川口 まゆみ

20 鷲尾 ちえみ五百蔵 登美子谷川 知子 佐藤 みどり曽谷 亜由美阪本 由紀子

21 大西 千津子福岡 俊子 小林 幸代 大久保 啓子宮崎 妙子 楠本 敦子

22 土屋 純子 杉本 美英 木村 絵奈 堀井優子 津崎 雅子 千々岩 知未

23 柴田 道子 吉山 智子 村上 宏美 大成 由香 岩﨑 京子 小島 かおり

24 﨑浴 美奈子中田 真智子片岡 典代 前川 知子 岡 美智代 井口 操

プチとっぷがん

９月２９日(木)

２０１６　コスモスカップ　ＩＮ 55　名簿

チ-ム名 選　　　手　　　名

6種の個性

ベルフラワー

他力本願

ALL BLACKS

コートの黒うさぎ

はじめましてよろしくデス！

ミックスベリー

のあのあ

ちゃんぷるー

フルーツバスケット

すくすく育てて！

ラッキーバトン

ぎりぎりセーフ

オータムフェア

キュプルン

笑女隊

姐さんにおまかせ

ローズクォーツ

田寺しすたーず

ほふくぜんしん

オータムビーンズジャー

ハイ●スマイル

チーム楽笑


