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所属 選手名 所属 選手名 所属 選手名
宮城県 佐藤久美子 三重県 髙木　友美 北海道 谷本　則子
福島県 松本　広美 滋賀県 澤田　典子 青森県 鳥谷部エイ子

福島県 鈴木　英子 滋賀県 草名恵美子 岩手県 久慈　順子
群馬県 森田　里子 京都府 坂本真貴子 宮城県 西尾　泰子
群馬県 佐藤加代子 京都府 森下　美紀 宮城県 澤田　順子
埼玉県 岩田　直美 京都府 栂尾　陽子 栃木県 伊東千枝子
埼玉県 吉田由美子 京都府 山崎　多鶴 栃木県 湯本　友子
埼玉県 三村　紀子 京都府 泉　靖子 群馬県 中尾　了子
東京都 松野　琴美 京都府 斉ノ内真由美 群馬県 剣持　京子
東京都 西村　則子 京都府 大西　愛子 埼玉県 唐津美佐子
東京都 宿谷　貴子 京都府 市川　真実 埼玉県 木村　優子
東京都 井出由紀子 大阪府 松本　千秋 東京都 駒場よし子
東京都 山下佳世子 大阪府 岡嵜　幸代 東京都 稲葉　和子
東京都 荒　智子 大阪府 大野　裕子 神奈川県 宮戸　恵子
東京都 髙橋　尚代 兵庫県 山田みゆき 神奈川県 郡司加代子
東京都 石田　千穂 和歌山県 山﨑　明美 石川県 前田恵里子
東京都 針谷　洋子 和歌山県 福島　佳子 石川県 大丸谷智子
東京都 桑原　寿子 和歌山県 松村　佳美 石川県 小西真知子
東京都 熊本　美穂 和歌山県 川口　尚美 石川県 久本　安子
東京都 酒井りか子 岡山県 橋之口かおり 静岡県 森岡　文子
神奈川県 古舘　樹子 岡山県 大井　典子 静岡県 衣川みどり
神奈川県 山岸　晶子 岡山県 宮武　保子 静岡県 加藤　栄子
神奈川県 太田　千恵 岡山県 仁科　成美 静岡県 大井　弘美
神奈川県 押切　理栄 広島県 加藤めぐみ 静岡県 中村　菊枝
神奈川県 川島　葉子 広島県 高見ひとみ 静岡県 佐藤八重子
神奈川県 村上　知子 香川県 木村富美子 静岡県 岩沢美和子
神奈川県 青木　順子 香川県 髙畑　由佳 静岡県 村上　友子
神奈川県 水野みどり 徳島県 星合　美香 愛知県 西村沙池子
山梨県 氏家　正子 愛媛県 西山　京子 愛知県 髙本　正子
山梨県 水越　輝子 愛媛県 太田　香織 愛知県 大森八重子
長野県 池谷小枝子 愛媛県 武内　佳代 愛知県 森井　裕子
長野県 佐野　睦美 愛媛県 近藤美智子 愛知県 大野　和恵
長野県 小林　瑞恵 高知県 山中　貴美 愛知県 山崎喜代美
長野県 片倉　光子 高知県 竹本紅美子 三重県 澤田　英子
富山県 山本　直美 高知県 和田　則子 三重県 柳川　穂波
富山県 川西　明子 高知県 吉村　美穂 三重県 西浦裕美子
石川県 岡　里美 福岡県 円城寺真由美 三重県 吉川　朋子
石川県 髙野由紀子 福岡県 梶原　教子 滋賀県 山本智恵美
福井県 高木　則子 福岡県 渡邊　美和 滋賀県 中川みち子
静岡県 村上香保留 長崎県 菊川　曜子 京都府 佐野　弘子
静岡県 松岡　真弓 熊本県 中川　晶子 京都府 田中　市子
愛知県 中西　晴子 熊本県 吉本智佳子 京都府 中谷　明美
愛知県 桐生由紀子 熊本県 栗本　礼子 京都府 中嶋美知子
愛知県 今井　佳子 熊本県 渡邊　景子 京都府 蓬莱　史恵
愛知県 早川　美加 大分県 蒲池　綾子 京都府 奥　享子
愛知県 花井千久佐 沖縄県 大底　京子 大阪府 林殿　明代
愛知県 鈴木のり子 沖縄県 具志　則子 大阪府 吉田智恵美
愛知県 澤木　美乃 大阪府 尾辻　桂子
愛知県 佐伯　典代 大阪府 井本美貴子
三重県 馬場かづ子 兵庫県 中上佐代子
三重県 山本　千鶴 兵庫県 久米　充代
三重県 中谷あゆみ 島根県 林田　尚恵

以上、シニア部門
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島根県 宮倉　祐子
岡山県 平田千鶴子
岡山県 小見山宜子
広島県 浜辺津那子
広島県 竹本佐知子
山口県 三山　恵子
山口県 林　静恵
徳島県 細川　礼子
高知県 美濃部留美子

佐賀県 宮崎由起子
佐賀県 井上みとえ
熊本県 園田タツコ
熊本県 津﨑ひろみ
熊本県 佐々梨枝子
熊本県 塚本佐代子
大分県 馬場　初美
大分県 柴田　房子
沖縄県 増田　京子

所属 選手名
千葉県 木村　隆子
東京都 内山トシ子
石川県 中村　邦子
静岡県 板垣　愛子
愛知県 濱元小夜子
愛知県 則武　紀子
三重県 森脇南海子
三重県 北川　知子
京都府 福原　秀子
京都府 小池　和美
京都府 上田　紀代
京都府 篠田ひろみ
大阪府 寺村　眞代
大阪府 三宅　伸子
兵庫県 池野　康子
岡山県 小林由紀子
岡山県 鈴木百合子
広島県 岸上　和子
愛媛県 有田　綾子
高知県 宮定　征子
福岡県 小鶴　景子
佐賀県 山本　信子
佐賀県 小野　昭恵
大分県 木村　正子

以上ハイシニア部門

以上マスターズシニア部門


