
第２２回支部長杯　〈ゴールドの部〉

No チ ー ム 名 代 表 者 名

川口奈緒美 井上悦子 堤田幸子 柴田典子 中嶋美佐子F6 FRAMERS 後藤佐和子 河内享子 亘陽子

佐々木香代子 荒川京子 鈴木雅和 藏藤千里 金村浩美 古市みゆき

阿部陽子 谷口麻子 近藤朋子 草野千穂

F5 リコピンさん 田和ますみ 須崎尚美

F4 ワンチャン 近藤恵子 木村恭子 緒方千代

吉田順子 岡田千晶 小林ひとみ 渡辺泰子 倉知尚代

成田由美子 早川共子 野村尚子 堀本万里子

F3 unison 後藤真美 田中貴美江

F2 チームPちゃん 竹田恵美子 永坂千春 杉下理恵

伊藤みゆき 小山和子 磯部貴美 佐藤扶美

深谷理菜 山岡さと子 横浜みどり

F1 エトセトラ２ 川瀬千恵子 瀬川真由子

E6 ジローの仲間たち 伊藤朋子 臼井まさえ 櫻井洋子

山口育子 市原千津子 金原みき枝 中島紀子

栗木理恵 古山桃子 川本真佐美 都築康実 安田美由紀

E5 チーム・ロキソ人 井本由美 千葉弘子

E4 クローバー 大西真由美 西崎美砂子 久郷ひとみ

冨岡波江 伊原祐子 伊藤里恵 吉見裕子 青山恵子

田中さつき 都築理恵 横井郁子 河東里美

E3 なつみほ 平松時子 神藤幸子

E2 T、ONLY、ONE 増田みね子 舘裕美 高木千子

小西千寿 清水悦子 長沼恵久子 原真理子 吉田光子 鏡味香緒里

入木富士子 立松美津枝 竹内かづゑ 櫻井裕子

E1 Natural mash 今井祐美 浅井敦子

D6 名古屋L.T.C 野嵜八重子 矢野恭子 加藤みつこ

加藤紀美子 鈴木聡美 日野眞名美 浅野しのぶ

阿部悦子 小倉綾子 浅野裕子

D5 さんふらわー 永田寿子 加藤万由弓

D4 キャンディ 浅井麻里 三島麻美子 杉本真紀子

長田喜久恵 谷本由美子 松下謁子 水野理恵子 松井ゆかり

仲野淑子 藤村令子 山岡久美子 村瀬里佐子

D3 ヒラメ一家 竹内操 寺本協子

D2 ロールケーキ7 村木明美 酒井淑恵 浅井則子

郷真由美 小山富士子 田中文子 福島由子 坂由起子 萬代由美子

石黒真理子 沼山悦子 近藤珠美 山形里美

D1 ソウル　オブ　ランゲージ 梶川龍美 河合佳子

C6 プルプル 谷岡啓子 沢登真紀子 真瀬真由美

山田英子 大嶋泰子 野田理恵子 稲田正子 梅澤尚子

島本加代 内藤佳子 松下美智子 松原典子 真野優子

C5 Chu-Chu-麻婆豆腐 佐藤泰子 内藤麻由美

C4 セレンディピティ 作石節 泉田勝子 嵩範子

山内智加子 林玉巳 高須千春 藤原貴代 西坂幹江 渡部亜津佐

安達幸江 長谷川美樹 瀬戸千鶴

C3 Tokimeki隊 牧亮子 近藤玲子

C2 アーユーレディ 大井川美鈴 村岡俊栄 深谷厚美

白井典子 柘植直子 恒遠侑子 杉浦佳子 永見あづさ

石川靖子 松下好世 高木淳子 田中洋子

C1 ワンだふる 安藤昌代 後藤利恵

B6 美♥すけっと 堀田美子 村瀬芳江 田辺初子

いしかわやえみ 冨田千穂美 伊藤京子 茶谷美香子 片岡雅美 高島育子

林緑子 水野照子 榎谷恵理子 長谷部文恵 ウィニック圭子

B5 微・魔女 横地友子 前田洋子

B4 にゃ～ご大戦争 小林久子 加藤陽子 浅野美恵

小寺朋子 山本久美子 高塚美津恵 加藤ゆかり 立花布差子

原由美 堀尚江 松本早苗 山口智歌 冨田直美

B3 花咲か乙女２０２０ 小倉喜代美 石垣たかよ

B2 特選、詰め合わせ 内田真貴 大西淑子 北田晶

杉﨑孝子 宮崎智美 平松かおり 犬飼陽子 日下明子

春日井美智江 若杉奈美 伊藤みどり 坂井田やよい

B1 ミルキーズ 杉浦美由紀 関智恵美

A6 いきなりステキ 酒井祐子 岩田道代 押谷めぐみ

塚本久恵 岡本美智子 丹羽匡子 横前久恵 中畑律子 花本由香里

安田永里子 辻村俊枝 間瀬和子 佐藤和美

A5 つなひき 浅田徳子 西尾幸子

杉浦淳子 林裕子 矢代雅美

A4 T♡メリット 井村智子 佐藤悦子 五十川雅子

山碕三恵子 山舗資子 杉浦淳子

A3 カワセミ 浅田百合子 金剛かおり 籠谷敬子 片山智子

A2 Toast！ 青黄ゆき子 伊藤由美 小島佐和子 土本牧子 宮本めぐみ

メンバー

A1 ポラリス 三又佳代 北川千代子 千田希代子 早川裕美 上本瑞美子 松井友佳子


