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吉塚　晶子吉塚　晶子吉塚　晶子吉塚　晶子 （（（（ エーデル&バックハンドエーデル&バックハンドエーデル&バックハンドエーデル&バックハンド ））））

上原　秀子上原　秀子上原　秀子上原　秀子
（（（（ 上田サンアップルT,C上田サンアップルT,C上田サンアップルT,C上田サンアップルT,C ））））

吉塚・上原吉塚・上原吉塚・上原吉塚・上原

北原　恭子北原　恭子北原　恭子北原　恭子 （（（（ なでしこなでしこなでしこなでしこ ））））

高山　礼子高山　礼子高山　礼子高山　礼子
（（（（ なでしこなでしこなでしこなでしこ ））））

北原・高山北原・高山北原・高山北原・高山

伊藤　和子伊藤　和子伊藤　和子伊藤　和子 （（（（ フェイフェイフェイフェイ ））））

中島　恵美子中島　恵美子中島　恵美子中島　恵美子
（（（（ フェイフェイフェイフェイ ））））

吉塚・上原吉塚・上原吉塚・上原吉塚・上原

上原　あかね上原　あかね上原　あかね上原　あかね （（（（ どりーむCOMEどりーむCOMEどりーむCOMEどりーむCOME ））））

原田　文江原田　文江原田　文江原田　文江
（（（（ どりーむCOMEどりーむCOMEどりーむCOMEどりーむCOME ））））

上原・原田上原・原田上原・原田上原・原田

三井　佐知三井　佐知三井　佐知三井　佐知 （（（（ ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野 ））））

矢嶋　由佳里矢嶋　由佳里矢嶋　由佳里矢嶋　由佳里
（（（（ ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野 ））））

萬・岩井萬・岩井萬・岩井萬・岩井

萬　聖萬　聖萬　聖萬　聖 （（（（ エンドレスエンドレスエンドレスエンドレス ））））

岩井　里加岩井　里加岩井　里加岩井　里加
（（（（ エンドレスエンドレスエンドレスエンドレス ））））

萬・岩井萬・岩井萬・岩井萬・岩井

高島　千春高島　千春高島　千春高島　千春 （（（（ ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野 ））））

渡辺　美子渡辺　美子渡辺　美子渡辺　美子
（（（（ ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野 ））））

萬・岩井萬・岩井萬・岩井萬・岩井

関戸　秀子関戸　秀子関戸　秀子関戸　秀子 （（（（ ラビッツラビッツラビッツラビッツ ））））

徳永　郁子徳永　郁子徳永　郁子徳永　郁子
（（（（ ラビッツラビッツラビッツラビッツ ））））

小林・吉田小林・吉田小林・吉田小林・吉田

小林　正枝小林　正枝小林　正枝小林　正枝 （（（（ 上田サンアップルT,C上田サンアップルT,C上田サンアップルT,C上田サンアップルT,C ））））

吉田　さよみ吉田　さよみ吉田　さよみ吉田　さよみ
（（（（ 諏訪T.C諏訪T.C諏訪T.C諏訪T.C ））））

萬・岩井萬・岩井萬・岩井萬・岩井

袖山　桂子袖山　桂子袖山　桂子袖山　桂子 （（（（ チームヒーローチームヒーローチームヒーローチームヒーロー ））））

荒井　裕子荒井　裕子荒井　裕子荒井　裕子
（（（（ 須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ ））））

袖山・荒井袖山・荒井袖山・荒井袖山・荒井

瀧本　斎瀧本　斎瀧本　斎瀧本　斎 （（（（ ビーナちゃんビーナちゃんビーナちゃんビーナちゃん ））））

原　紀子原　紀子原　紀子原　紀子
（（（（ ビーナちゃんビーナちゃんビーナちゃんビーナちゃん ））））

袖山・荒井袖山・荒井袖山・荒井袖山・荒井

坂田　由香坂田　由香坂田　由香坂田　由香 （（（（ レモングラスレモングラスレモングラスレモングラス ））））

若月　理恵子若月　理恵子若月　理恵子若月　理恵子
（（（（ レモングラスレモングラスレモングラスレモングラス ））））

大池・小泉大池・小泉大池・小泉大池・小泉

大池　やよ江大池　やよ江大池　やよ江大池　やよ江 （（（（ 池の前Ｔ，Ｃ池の前Ｔ，Ｃ池の前Ｔ，Ｃ池の前Ｔ，Ｃ ））））

小泉　緑小泉　緑小泉　緑小泉　緑
（（（（ 佐久T,C佐久T,C佐久T,C佐久T,C ））））

袖山・荒井袖山・荒井袖山・荒井袖山・荒井

冨士　美雪冨士　美雪冨士　美雪冨士　美雪 （（（（ 上田サンアップルT,C上田サンアップルT,C上田サンアップルT,C上田サンアップルT,C ））））

堀川　美子堀川　美子堀川　美子堀川　美子
（（（（ 須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ ））））

富士・堀川富士・堀川富士・堀川富士・堀川

石原　敏子石原　敏子石原　敏子石原　敏子 （（（（ ビーナちゃんビーナちゃんビーナちゃんビーナちゃん ））））

笠原　長子笠原　長子笠原　長子笠原　長子
（（（（ ビーナちゃんビーナちゃんビーナちゃんビーナちゃん ））））

松岡・横野松岡・横野松岡・横野松岡・横野

今度　三紀子今度　三紀子今度　三紀子今度　三紀子 （（（（ 西和田ＴＣ西和田ＴＣ西和田ＴＣ西和田ＴＣ ））））

寺沢　千鶴子寺沢　千鶴子寺沢　千鶴子寺沢　千鶴子
（（（（ 西和田ＴＣ西和田ＴＣ西和田ＴＣ西和田ＴＣ ））））

松岡・横野松岡・横野松岡・横野松岡・横野

松岡　真理子松岡　真理子松岡　真理子松岡　真理子 （（（（ エーデル&バックハンドエーデル&バックハンドエーデル&バックハンドエーデル&バックハンド ））））

横野　めぐみ横野　めぐみ横野　めぐみ横野　めぐみ
（（（（ エーデル&バックハンドエーデル&バックハンドエーデル&バックハンドエーデル&バックハンド ））））
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林　文子林　文子林　文子林　文子 （（（（ カジヤテニスカジヤテニスカジヤテニスカジヤテニス ））））

神林　時枝神林　時枝神林　時枝神林　時枝
（（（（ 須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ ））））

林・神林林・神林林・神林林・神林

丸山　奈津子丸山　奈津子丸山　奈津子丸山　奈津子 （（（（ ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野 ））））

山岸　美恵子山岸　美恵子山岸　美恵子山岸　美恵子
（（（（ ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野 ））））

林・神林林・神林林・神林林・神林

塩川　よし枝塩川　よし枝塩川　よし枝塩川　よし枝 （（（（ レモングラスレモングラスレモングラスレモングラス ））））

田玉　きよみ田玉　きよみ田玉　きよみ田玉　きよみ
（（（（ レモングラスレモングラスレモングラスレモングラス ））））

塩川・田玉塩川・田玉塩川・田玉塩川・田玉

平林　和美平林　和美平林　和美平林　和美 （（（（ ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野 ））））

牧　昭子牧　昭子牧　昭子牧　昭子
（（（（ ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野 ））））

林・神林林・神林林・神林林・神林

大塚　真理大塚　真理大塚　真理大塚　真理 （（（（ チームヒーローチームヒーローチームヒーローチームヒーロー ））））

丸山　文子丸山　文子丸山　文子丸山　文子
（（（（ 杏杏杏杏 ））））

大塚・丸山大塚・丸山大塚・丸山大塚・丸山

大和　優子大和　優子大和　優子大和　優子 （（（（ キャロットキャロットキャロットキャロット ））））

米山　さなえ米山　さなえ米山　さなえ米山　さなえ
（（（（ キャロットキャロットキャロットキャロット ））））

上村・角田上村・角田上村・角田上村・角田

加門　明美加門　明美加門　明美加門　明美 （（（（ 白馬アルプ白馬アルプ白馬アルプ白馬アルプ ））））

服部　聖子服部　聖子服部　聖子服部　聖子
（（（（ 白馬アルプ白馬アルプ白馬アルプ白馬アルプ ））））

上村・角田上村・角田上村・角田上村・角田

上村　和美上村　和美上村　和美上村　和美 （（（（ オレンジペコオレンジペコオレンジペコオレンジペコ

角田　友規子角田　友規子角田　友規子角田　友規子
（（（（ すがの台T,Cすがの台T,Cすがの台T,Cすがの台T,C

林・神林林・神林林・神林林・神林

竹田　美百合竹田　美百合竹田　美百合竹田　美百合 （（（（ NEW WINDNEW WINDNEW WINDNEW WIND ））））

降旗　好美降旗　好美降旗　好美降旗　好美
（（（（ なでしこなでしこなでしこなでしこ ））））

竹田・降旗竹田・降旗竹田・降旗竹田・降旗

島田　浩子島田　浩子島田　浩子島田　浩子 （（（（ フェイフェイフェイフェイ ））））

原山　典子原山　典子原山　典子原山　典子
（（（（ ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野 ））））

竹田・降旗竹田・降旗竹田・降旗竹田・降旗

小池　陽子小池　陽子小池　陽子小池　陽子 （（（（ NEW WINDNEW WINDNEW WINDNEW WIND ））））

片桐　艶子片桐　艶子片桐　艶子片桐　艶子
（（（（ なでしこなでしこなでしこなでしこ ））））

小池・片桐小池・片桐小池・片桐小池・片桐

坂口　亮子坂口　亮子坂口　亮子坂口　亮子 （（（（ 杏杏杏杏 ））））

田中　暢栄田中　暢栄田中　暢栄田中　暢栄
（（（（ 西和田ＴＣ西和田ＴＣ西和田ＴＣ西和田ＴＣ ））））

小松・山口小松・山口小松・山口小松・山口

田川　美紀田川　美紀田川　美紀田川　美紀 （（（（ ハイジハイジハイジハイジ ））））

渋谷　恵美子渋谷　恵美子渋谷　恵美子渋谷　恵美子
（（（（ 杏杏杏杏 ））））

伊藤・上沼伊藤・上沼伊藤・上沼伊藤・上沼

伊藤　京子伊藤　京子伊藤　京子伊藤　京子 （（（（ サングリーンサングリーンサングリーンサングリーン ））））

上沼　洋子上沼　洋子上沼　洋子上沼　洋子
（（（（ なでしこなでしこなでしこなでしこ ））））

小松・山口小松・山口小松・山口小松・山口

高木　保子高木　保子高木　保子高木　保子 （（（（ なでしこなでしこなでしこなでしこ ））））

湯浅　敦子湯浅　敦子湯浅　敦子湯浅　敦子
（（（（ なでしこなでしこなでしこなでしこ ））））

小松・山口小松・山口小松・山口小松・山口

小松　智子小松　智子小松　智子小松　智子 （（（（ 杏杏杏杏 ））））

山口　幸子山口　幸子山口　幸子山口　幸子
（（（（ 須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ ））））
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萬　聖萬　聖萬　聖萬　聖 （（（（ エンドレスエンドレスエンドレスエンドレス ））））

岩井　里加岩井　里加岩井　里加岩井　里加
（（（（ エンドレスエンドレスエンドレスエンドレス ））））

林・神林林・神林林・神林林・神林

林　文子林　文子林　文子林　文子 （（（（ カジヤテニスカジヤテニスカジヤテニスカジヤテニス ））））

神林　時枝神林　時枝神林　時枝神林　時枝
（（（（ 須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ ））））

林・神林林・神林林・神林林・神林

石田　わか子石田　わか子石田　わか子石田　わか子 （（（（ ビーナちゃんビーナちゃんビーナちゃんビーナちゃん ））））

長岡　とし枝長岡　とし枝長岡　とし枝長岡　とし枝
（（（（ チームヒーローチームヒーローチームヒーローチームヒーロー ））））

石田・長岡石田・長岡石田・長岡石田・長岡

面高　まつみ面高　まつみ面高　まつみ面高　まつみ （（（（ なでしこなでしこなでしこなでしこ ））））

宮下　千浪宮下　千浪宮下　千浪宮下　千浪
（（（（ フリーフリーフリーフリー ））））

萬　聖萬　聖萬　聖萬　聖 （（（（ エンドレスエンドレスエンドレスエンドレス ））））

岩井　里加岩井　里加岩井　里加岩井　里加
（（（（ フリーフリーフリーフリー ））））

萬・岩井萬・岩井萬・岩井萬・岩井

面高　まつみ面高　まつみ面高　まつみ面高　まつみ （（（（ なでしこなでしこなでしこなでしこ ））））

宮下　千浪宮下　千浪宮下　千浪宮下　千浪
（（（（ フリーフリーフリーフリー ））））
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QFQFQFQF ４Ｒ４Ｒ４Ｒ４Ｒ 3R3R3R3R
2R2R2R2R 1R1R1R1R

白川　久美子白川　久美子白川　久美子白川　久美子 （（（（チームヒーローチームヒーローチームヒーローチームヒーロー ））））

白川・庭山白川・庭山白川・庭山白川・庭山

庭山　典子庭山　典子庭山　典子庭山　典子
（（（（チームヒーローチームヒーローチームヒーローチームヒーロー ））））

繁村　千佳子繁村　千佳子繁村　千佳子繁村　千佳子 （（（（アーモンドアーモンドアーモンドアーモンド ））））

白川・庭山白川・庭山白川・庭山白川・庭山

村沢　恵美村沢　恵美村沢　恵美村沢　恵美
（（（（トライアングルトライアングルトライアングルトライアングル ））））

一杉　明子一杉　明子一杉　明子一杉　明子 （（（（佐久T,C佐久T,C佐久T,C佐久T,C ））））

山崎　久美子山崎　久美子山崎　久美子山崎　久美子
（（（（佐久T,C佐久T,C佐久T,C佐久T,C ））））

上原　一美上原　一美上原　一美上原　一美 （（（（ウィニングウィニングウィニングウィニング ））））

白川・庭山白川・庭山白川・庭山白川・庭山

廣瀬　晃子廣瀬　晃子廣瀬　晃子廣瀬　晃子
（（（（ウィニングウィニングウィニングウィニング ））））

胡桃沢　恵子胡桃沢　恵子胡桃沢　恵子胡桃沢　恵子 （（（（ウィニングウィニングウィニングウィニング ））））

胡桃沢・森下胡桃沢・森下胡桃沢・森下胡桃沢・森下

森下　恭子森下　恭子森下　恭子森下　恭子
（（（（ウィニングウィニングウィニングウィニング ））））

野口　美智子野口　美智子野口　美智子野口　美智子 （（（（ﾗﾌﾞﾘｰﾊﾟﾝﾀﾞﾗﾌﾞﾘｰﾊﾟﾝﾀﾞﾗﾌﾞﾘｰﾊﾟﾝﾀﾞﾗﾌﾞﾘｰﾊﾟﾝﾀﾞ ））））

胡桃沢・森下胡桃沢・森下胡桃沢・森下胡桃沢・森下

埴渕　恭子埴渕　恭子埴渕　恭子埴渕　恭子
（（（（ﾗﾌﾞﾘｰﾊﾟﾝﾀﾞﾗﾌﾞﾘｰﾊﾟﾝﾀﾞﾗﾌﾞﾘｰﾊﾟﾝﾀﾞﾗﾌﾞﾘｰﾊﾟﾝﾀﾞ ））））

北山　節江北山　節江北山　節江北山　節江 （（（（フェイフェイフェイフェイ ））））

伊藤・三石伊藤・三石伊藤・三石伊藤・三石

小山　公子小山　公子小山　公子小山　公子
（（（（西和田ＴＣ西和田ＴＣ西和田ＴＣ西和田ＴＣ ））））

伊藤　三枝子伊藤　三枝子伊藤　三枝子伊藤　三枝子 （（（（東御フレンドリー東御フレンドリー東御フレンドリー東御フレンドリー ））））

三石　美智子三石　美智子三石　美智子三石　美智子
（（（（カジヤテニスカジヤテニスカジヤテニスカジヤテニス ））））

石田　わか子石田　わか子石田　わか子石田　わか子 （（（（ビーナちゃんビーナちゃんビーナちゃんビーナちゃん ））））

石田・長岡石田・長岡石田・長岡石田・長岡 石田・長岡石田・長岡石田・長岡石田・長岡

長岡　とし枝長岡　とし枝長岡　とし枝長岡　とし枝
（（（（チームヒーローチームヒーローチームヒーローチームヒーロー ））））

伊藤　史子伊藤　史子伊藤　史子伊藤　史子 （（（（Ｍ、Ｍ、クラブＭ、Ｍ、クラブＭ、Ｍ、クラブＭ、Ｍ、クラブ ））））

石田・長岡石田・長岡石田・長岡石田・長岡

前山　日登美前山　日登美前山　日登美前山　日登美
（（（（アーモンドアーモンドアーモンドアーモンド ））））

桜井　久恵桜井　久恵桜井　久恵桜井　久恵 （（（（東御フレンドリー東御フレンドリー東御フレンドリー東御フレンドリー ））））

伊藤・滝沢伊藤・滝沢伊藤・滝沢伊藤・滝沢

山下　浩子山下　浩子山下　浩子山下　浩子
（（（（東御フレンドリー東御フレンドリー東御フレンドリー東御フレンドリー ））））

伊藤　良子伊藤　良子伊藤　良子伊藤　良子 （（（（ハイジハイジハイジハイジ ））））

石田・長岡石田・長岡石田・長岡石田・長岡

滝沢　正枝滝沢　正枝滝沢　正枝滝沢　正枝
（（（（ハイジハイジハイジハイジ ））））

内田　貞子内田　貞子内田　貞子内田　貞子 （（（（チームヒーローチームヒーローチームヒーローチームヒーロー ））））

内田・越川内田・越川内田・越川内田・越川

越川　弘子越川　弘子越川　弘子越川　弘子
（（（（チームヒーローチームヒーローチームヒーローチームヒーロー ））））

清水　寛子清水　寛子清水　寛子清水　寛子 （（（（ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野 ））））

田淵・池田田淵・池田田淵・池田田淵・池田

清水　典子清水　典子清水　典子清水　典子
（（（（西和田ＴＣ西和田ＴＣ西和田ＴＣ西和田ＴＣ ））））

瀬戸　久子瀬戸　久子瀬戸　久子瀬戸　久子 （（（（チームヒーローチームヒーローチームヒーローチームヒーロー ））））

田淵・池田田淵・池田田淵・池田田淵・池田

綿貫　由利子綿貫　由利子綿貫　由利子綿貫　由利子
（（（（チームヒーローチームヒーローチームヒーローチームヒーロー ））））

田渕　洋子田渕　洋子田渕　洋子田渕　洋子 （（（（フリーフリーフリーフリー ））））

池田　恵美子池田　恵美子池田　恵美子池田　恵美子
（（（（フリーフリーフリーフリー ））））
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QFQFQFQF ４Ｒ４Ｒ４Ｒ４Ｒ 3R3R3R3R 2R2R2R2R 1R1R1R1R

小池　洋子小池　洋子小池　洋子小池　洋子 （（（（ウィニングウィニングウィニングウィニング ））））

小池・池上小池・池上小池・池上小池・池上

池上　美鈴池上　美鈴池上　美鈴池上　美鈴
（（（（すがの台T,Cすがの台T,Cすがの台T,Cすがの台T,C ））））

神林　晴美神林　晴美神林　晴美神林　晴美 （（（（須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ ））））

平林・岩下平林・岩下平林・岩下平林・岩下

西田　ひかる西田　ひかる西田　ひかる西田　ひかる
（（（（須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ ））））

平林　真弓平林　真弓平林　真弓平林　真弓 （（（（ながの東急Ｔ．Ｓながの東急Ｔ．Ｓながの東急Ｔ．Ｓながの東急Ｔ．Ｓ ））））

平林・岩下平林・岩下平林・岩下平林・岩下

岩下　昭代岩下　昭代岩下　昭代岩下　昭代
（（（（ラビッツラビッツラビッツラビッツ ））））

小田川　澄江小田川　澄江小田川　澄江小田川　澄江 （（（（ベレーザT,CベレーザT,CベレーザT,CベレーザT,C ））））

平林・岩下平林・岩下平林・岩下平林・岩下

武井　弘子武井　弘子武井　弘子武井　弘子
（（（（ベレーザT,CベレーザT,CベレーザT,CベレーザT,C ））））

片桐　こゆき片桐　こゆき片桐　こゆき片桐　こゆき （（（（ハイジハイジハイジハイジ ））））

片桐・河野片桐・河野片桐・河野片桐・河野

河野　靖子河野　靖子河野　靖子河野　靖子
（（（（ハイジハイジハイジハイジ ））））

太田　啓代太田　啓代太田　啓代太田　啓代 （（（（ラビッツラビッツラビッツラビッツ ））））

片桐・河野片桐・河野片桐・河野片桐・河野

高橋　真紀高橋　真紀高橋　真紀高橋　真紀
（（（（ラビッツラビッツラビッツラビッツ ））））

荻原　公美子荻原　公美子荻原　公美子荻原　公美子 （（（（ながの東急Ｔ．Ｓながの東急Ｔ．Ｓながの東急Ｔ．Ｓながの東急Ｔ．Ｓ ））））

大室・松沢大室・松沢大室・松沢大室・松沢

野池　真弓野池　真弓野池　真弓野池　真弓
（（（（ながの東急Ｔ．Ｓながの東急Ｔ．Ｓながの東急Ｔ．Ｓながの東急Ｔ．Ｓ ））））

大室　美知子大室　美知子大室　美知子大室　美知子 （（（（白馬アルプ白馬アルプ白馬アルプ白馬アルプ ））））

松沢　ヨシ子松沢　ヨシ子松沢　ヨシ子松沢　ヨシ子
（（（（杏杏杏杏 ））））

面高・宮下面高・宮下面高・宮下面高・宮下 木島　みどり木島　みどり木島　みどり木島　みどり （（（（トライアングルトライアングルトライアングルトライアングル ））））

木島・長谷川木島・長谷川木島・長谷川木島・長谷川

長谷川　加津子長谷川　加津子長谷川　加津子長谷川　加津子 （（（（トライアングルトライアングルトライアングルトライアングル ））））

石崎　喜美子石崎　喜美子石崎　喜美子石崎　喜美子 （（（（ラビッツラビッツラビッツラビッツ ））））

面高・宮下面高・宮下面高・宮下面高・宮下

星野　道代星野　道代星野　道代星野　道代
（（（（ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野 ））））

月舘　和香子月舘　和香子月舘　和香子月舘　和香子 （（（（フェイフェイフェイフェイ ））））

面高・宮下面高・宮下面高・宮下面高・宮下

西沢　房代西沢　房代西沢　房代西沢　房代
（（（（フェイフェイフェイフェイ ））））

面高　まつみ面高　まつみ面高　まつみ面高　まつみ （（（（なでしこなでしこなでしこなでしこ ））））

面高・宮下面高・宮下面高・宮下面高・宮下

宮下　千浪宮下　千浪宮下　千浪宮下　千浪
（（（（フリーフリーフリーフリー ））））

一由　典子一由　典子一由　典子一由　典子 （（（（フェイフェイフェイフェイ ））））

一由・山辺一由・山辺一由・山辺一由・山辺

山辺　佳代子山辺　佳代子山辺　佳代子山辺　佳代子
（（（（フェイフェイフェイフェイ ））））

水倉　美千代水倉　美千代水倉　美千代水倉　美千代 （（（（チームヒーローチームヒーローチームヒーローチームヒーロー ））））

伝田・若林伝田・若林伝田・若林伝田・若林

大石　みさよ大石　みさよ大石　みさよ大石　みさよ
（（（（須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ須坂ローンＴＣ ））））

正木　始子正木　始子正木　始子正木　始子 （（（（池の前Ｔ，Ｃ池の前Ｔ，Ｃ池の前Ｔ，Ｃ池の前Ｔ，Ｃ ））））

正木・橋詰正木・橋詰正木・橋詰正木・橋詰

橋詰　まゆみ橋詰　まゆみ橋詰　まゆみ橋詰　まゆみ
（（（（てんとう虫てんとう虫てんとう虫てんとう虫 ））））

伝田・若林伝田・若林伝田・若林伝田・若林 青木　千恵青木　千恵青木　千恵青木　千恵 （（（（ラビッツラビッツラビッツラビッツ ））））

倉石　雅子倉石　雅子倉石　雅子倉石　雅子
（（（（ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野ルネサンス長野 ））））

伝田　真弓伝田　真弓伝田　真弓伝田　真弓 （（（（チームヒーローチームヒーローチームヒーローチームヒーロー ））））

若林　令子若林　令子若林　令子若林　令子
（（（（チームヒーローチームヒーローチームヒーローチームヒーロー ））））
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