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ブリヂストンクリスマスカップ(55歳以上)  
《参加者リスト》 ※55歳以上すべて参加できます。

チーム名 代表者名 氏名 氏名 氏名 氏名

1 ちっち236 植松保子 鈴木 恵子 井上 みゆき 田中 久子 植松 保子

2 NI☆224 髙橋和子 濱本 良子 桂木 優子 岡本 由季子 高橋 和子

3 ジャスミン 遠藤　照枝 遠藤 照枝 梛野 まゆみ 安瀬 千鶴代 石丸 由美子

4 クリスマスローズ 笠井紫乃 吉本 水穂 村田 真弓 柳田 和子 笠井 紫乃

5 アッポーペン 堀口初美 堀口 初美 高橋 小百合 牧 志磨子 紺野 るり子

6 グリンピース 石田春美 土井 里知子 鎌田 万津美 石田 春美 玉橋 温世

7 多摩らん♪ 芝　由貴子 田畑 恵美子 芝 由貴子 小林 陽子 秋月 須賀子

8 遅咲きレディース 安部　　優子 中村 寛子 安部 優子 張 月英 藤平 幸子

9 桃色Aチーム 下林　京子 下林 京子 杉山 ヤスコ 田中 節子 大島 敬子

10 ピクシｰフォｰ 高林周子 有井 宏美 木下 久実子 坂田 三真子 高林 周子

11 エースをねらっちゃえ 清水千津 松本 道子 佐々木 律子 吉田 ともえ 清水 千津

12 ノアール 桐生裕子 斉藤 茂子 漆畑 恵美子 飯田　 愛子 桐生 裕子

13 スカイブルーズ 吉村伸子 正木 真利子 渋谷 信子 中村 裕子 吉村 伸子

14 PPAP　ピコ花子 小西　理花 伊藤 美香子 三嶽 紀子 須賀 都 小西 理花

15 Twinkle4♡ 宇佐見久美子 宇佐見 久美子 近本 育美 田中 由紀子 酒井 弘子

16 ひと花咲かせ隊 佐野美喜子 飯塚 悦子 佐野 美喜子 小須田 玲子 高橋 隆子

17 チームインスク 栗沢圭子 塩澤 しのぶ 栗沢 圭子 池中 晴美 中田 美衣子

18 アッピールズ 三橋映子 長崎 慶子 岡 美和子 加藤 晴美 三橋 映子

19 エンジェルウイング 大石仁子 吉澤 晴美 中山 すみ子 大石 仁子 棚橋 ゆかり

20 やさしくしてね 伊藤江里子 伊藤 江里子 金子 由枝 麻生 美江子 黒田 貴子

21 ジーニー 久保　智恵子 横本 千波 井ノ川 和子 久保 智恵子 櫻井 千愛

22 シャンペンパンチ 大木 桂子 杉田 深雪 大木 桂子 竹内 年子 瀬川 好江

23 ビュ－ティ－ペガサス 秋元静子 秋元 静子 北沢 陽美 越後 克子 石橋 令子

24 クリスマスの奇跡 今井　知恵子 今井 知恵子 高橋 久美子 稲葉 雪枝 飯島 敦子

25 パジェロッチ 河井良子 河井 良子 石井 美恵 河原 恵子 永山 昌子

26 シナモンティー 窪田秀子 川西 富士子 高原 佳子 黒木 喜久江 窪田 秀子

27 べっぴんさん 関口美幸 平井 洋子 羽場 むつみ 関口 美幸 平松 陽子

28 くるめっち 鳥羽　理恵子 古澤 和子 中込 幸子 筒井 千鶴 鳥羽 理恵子

29 クレオパトラ 上杉伸子 上杉 伸子 岡田 久枝 松原 靖子 辻口 直子


