
所属 所属 所属

松本 亜由美 ﾌｧｲﾝ 山本 成美 ﾌﾗｲﾃﾞｲｽﾞ 北川 美季 ｵﾘｰﾌﾞ

井川 禎恵 大原ｸﾞﾘｰﾝ 大坂 知子 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 間宮 由美子 黄檗台

佐野 千夏 西の丘 駒木 みさ ﾎﾜｲﾃｨ 倉谷 信美 ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ

堤 千秋 西の丘 福島 あき ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ 川浪 乃理子 ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ

野村 美樹 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 冨士野 こずえ ｻﾗﾀﾞ 藤井 尚美 ｸﾞﾘｰﾝﾅｳ

大山 莉捺 ITC京都西 竹安 直子 TP炭山 本田 純子 ﾁｰﾑ西村

新見 昌子 黄檗台 山本 陽子 ｻﾗﾀﾞ 岩﨑 ヒトミ ITC京都西

村田 美香 黄檗台 西山 淑子 ﾄｰﾀｽ 山本 佳世 ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ

野村 早苗 西の丘 喜多 知子 嵐山TS 29 奥村 万枝里 ITC京都西

川島 美香 西の丘 中川 愛 嵐山TS 清野 万里子 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

前田 紗代子 ﾌﾘｰ 秋田 玲子 ﾄｰﾀｽ 30 千原 美紀 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

井上 香穂 西の丘 八木 のぶ代 ﾄｰﾀｽ 森本 希代美 ﾋﾟｰｽ

木村 真裕美 西の丘 朝山 政美 ﾌｧｲﾝ 31 松尾 光 西の丘

岡山 智恵子 西の丘 清水 育子 嵐山TS 小松 和恵 ﾊﾛｰｽﾎﾟｰﾂ

村尾 直子 ITC京都西 伊庭 里奈 ITC京都西 32 谷岡 敦子 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

高村 文子 ﾌｧｲﾝ 杉本 聡恵 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 今村 真理子 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

四方 阿蘭 Azure 信貴 千鶴 黄檗台 33 加藤 弘子 ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ

山下 奈緒美 Azure 芳賀 良子 ﾌﾘｰ 坊奥 真理子 ﾌﾘｰ

塚原 光子 Azure 四方 麻矢 Azure 34 長西 葉子 嵐山TS

山根 由美子 ﾌﾘｰ 中山 恵 ﾁｰﾑ西村 川勝 麻衣子 嵐山TS

片山 奈恵 MTP学園前 長崎 美代子 ﾊﾟﾙｽｲｰﾃｨｰ 35 李 美香 ITC京都西

松山 知恵子 大原ｸﾞﾘｰﾝ 大宮 相子 ｸﾞﾘｰﾝﾅｳ 澤田 ますみ ITC京都西

宇根 房代 ﾚﾓﾝﾅｰｽﾞ 尾塩 昌子 黄檗台 36 浅田 由喜枝 ｸﾞﾘｰﾝﾅｳ

宮本 裕子 ｻﾗﾀﾞ 丸野 勝代 ﾊﾟﾙｽｲｰﾃｨｰ 角 一代 ｸﾞﾘｰﾝﾅｳ

浅田 花梨 ｻﾝ城陽 高田 智子 INOUE 37 城谷 紀子 ﾊﾛｰｽﾎﾟｰﾂ

山崎 五月 ﾌﾘｰ 石川 陽子 INOUE 千松 香 ﾊﾛｰｽﾎﾟｰﾂ

鈴木 紀子 ITC京都西 井上 里美 ﾌﾘｰ 38 村田 留実 ﾌﾗｲﾃﾞｲｽﾞ

藤村 純子 ITC京都西 永平 雅子 ﾌﾘｰ 山中 みどり ﾌﾗｲﾃﾞｲｽﾞ

山地 美幸 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西田 裕紀子 ｸﾘｽﾀﾙ 39 深川 史子 ﾌﾗｲﾃﾞｲｽﾞ

野中 奈央 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 村上 幸枝 万博 辻井 笑子 ﾌﾗｲﾃﾞｲｽﾞ

中島 宏美 ﾌｧｲﾝ 米地 かおり ｻﾝ城陽 40 森下 理美子 ITC京都西

藤井 真紀子 ｽﾏｯｼｭ 岩渕 美智代 ﾗｯｷｰ 高尾 美穂 ITC京都西

奥川 奈緒子 ｻﾝｽﾄｰﾝ 41 杉之下 恭子 ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ

尾崎 照子 ｻﾝｽﾄｰﾝ 青木 正子 ｾﾌﾞﾝｽﾘｰ

小川 圭子 ｻﾝｽﾄｰﾝ 42 三代 梨絵 ﾌﾘｰ

須々木 陽子 pratico 土肥 祐子 ﾌﾘｰ

森 典子 嵐山TS 43 真継 早紀子 嵐山TS

郡司 正美 嵐山TS 中根 千寿子 ｵﾘｰﾌﾞ

本田 範子 ITC京都西 44 森 泰代 ﾌﾚﾝﾄﾞ

高井 英子 ITC京都西 谷合 浩子 ｻﾗﾀﾞ

秋田 保代 嵐山TS 45 中村 知詠子 ｸﾞﾘｰﾝﾅｳ

大塚 有美子 嵐山TS 籔田 真理子 ｸﾞﾘｰﾝﾅｳ

高石 俊子 ﾄｰﾀｽ 46 谷口 英理子 ﾌｧｲﾝ

戸松 美智代 ﾌﾘｰ 日下 靖子 嵐山TS

野田 裕子 INOUE 47 西村 八州子 Azure

山下 梨恵 INOUE 山上 真見 Azure

山下 美和子 西の丘

吉田 可奈 ﾊﾟﾙｽｲｰﾃｨｰ

※お名前が漏れている方、間違いがある方は6/25(土)までに担当までご連絡ください　　090-3705-6175（石川由紀美）
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