
1 PON・PON・PON！ ☆小林 明子 後藤 君代 西澤 みゆき 北浦 榮子 笠原 好美 中塚 文子

2 明日のあした ☆久世 京子 井上 裕紀子 大村 幸子 伊東 育子 亀井 直美 小島 智美

3 ちーむ とっぷがん ☆松波 江寸子 上村 美智子 上谷 るみ 前原 ひろみ 鈴木 葉子 中野 裕子

4 ゆみちゃん鼻血ブー！ ☆植野 啓子 奥田 久美子 正井 雪江 池野 友美 池田 麻紀 大澤 容子

5 楽しいのが１番!! ☆大澤 美恵 田原 清美 大橋 扶企子 木村 和子 里見 早百合 田中 和美

6 プーさんとなかよし ☆城下 恒子 酒井 美佳子 坪倉 三恵 魚澤 めぐみ 若林 理香 髙田 玲子

7 えっちゃんと遊ぼう♡ ☆石原 まり子 柴田 悦子 吉井 心美 福岡 秀実 油納 直子 吉田 昌希子

8 オールアバウト ☆滑川 富子 酒井 淑子 藤原 美恵 向田 知恵子 宇山 由美 阪本 知子

9 かまへん！かまへん！ ☆山崎 育代 河崎 千景 小阪 紀子 井関 純子 上村 留美子 流谷 陽子

10 LINK（リンク） ☆渡部 裕子 二神 陽子 喜多 あゆみ 阪上 亜希子 小山 利枝 宮路 知子

11 お月見団子 ☆漆原 かおり 玉田 富美子 伊原 順子 下村 有加 荒木 三千代 根木 亜希

12 はっぴいでい ☆宮脇 みどり 竹内 浩美 谷郷 美奈子 志牟田 真理子 松本 智子 仲島 亜紀

13 フルーツバスケット ☆阪下 利香子 加藤 園子 宇都宮 陽子 井嶋 由子 野村 芳子 八川 三保子

14 わんぱくレンジャー ☆李 明代 梶川 眞理子 小林 亜紀
溝口　亜紀
野崎 昌美

福島 真智子 中澤 恵子

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

16 テニスの子 ☆岡 美智代 﨑浴 美奈子 関口 智子 奥野 千鶴 高畑 和美 富永 よし美

17 RTFスマイルパワー ☆手川 美奈子 石田 理恵 西山 由紀子 木村 智美 西川 名美 南 美雪

18 サイダーガール ☆西川 りか 北村 ひろみ 奥田 優子 齊藤 文子 吉田 聖子 前田 真紀子

19 復活の戦い ☆高見 日登美 西山 益美 長安 幹子 植野 恵美 平松 正子 森下 圭

20 グリーンスムージー ☆鐘ヶ江 千文 相原 みさ 東尾 多美子 山﨑 光
松尾　彬子
安積 康子

松屋 夏佳

21 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

22 いぬ・いの会 ☆渡邊 豊恵 安達 典子 中尾 みゆき 中谷 尚美 小野 益美 藤澤 慶子

23 パワーストーン ☆塩田 育恵 岡田 文芽 荒木 直子 山中 和子 坂下 久美子 麸山 みちよ

24 ケルパーちゃん ☆清水 可奈子 都出 淳子 和泉 千尋 水鳥 美津子 阪本 由紀子 竹内 未宝

☆  代表者　               ５５歳

2019　コスモスカップ　ＩＮ 55　名簿

　9月 24日 (火)

チ-ム名 選　　　手　　　名


