
御前美智子 村井　広美 江原美智子 福島　照子
東大阪市立 岩上　和子 野崎　陽子 池田紗千子 佐藤美也子
東体育館 （東大阪M.B.C） （東大阪M.B.C） （高 嶺） （西宮ファミリー）

54ﾁｰﾑ 大　阪 大　阪 大　阪 兵　庫
福島　照子 村井　広美 池田紗千子 江原美智子

東大阪市立 池田　博恵 岩上　和子 廣瀬　園子 園田　成子
東体育館 （西宮ファミリー） （東大阪M.B.C） （桜ヶ丘） （夙 川）

48ﾁｰﾑ 兵　庫 大　阪 大　阪 兵　庫
池田紗千子 小林　陽子 土庵　清子 村井　広美

東大阪市立 御前美智子 廣瀬　園子 小山　初江 岩上　和子
東体育館 （桜ヶ丘） （守口・桜ヶ丘） （西 華） （東大阪M.B.C）

62ﾁｰﾑ 大　阪 大　阪 奈　良 大　阪
北尾　典子 村井　広美 池田　博江 下川　民江

東大阪市立 山口　祥 諏訪　照美 服部　正子 大西　泰子
中央体育館 （春円） （東大阪M.B.C） （西宮ファミリー） （東大阪M.B.C）

80ﾁｰﾑ 奈　良 大　阪 兵　庫 大　阪
北尾　典子 村井　広美 池田　博江 浅利きよ子

東大阪市立 山口　　祥 諏訪　照美 福島　照子 立岡喜美子
中央体育館 （春円） （東大阪M.B.C） （西宮） （春円）

50ﾁｰﾑ 奈　良 大　阪 兵　庫 奈　良
宿里　和江 南野るみこ 池田　博江 山口　　祥
澄川　稔子 松尾由利子 福島　照子 北尾　典子
（西宮） (西宮） （西宮） （春円）

兵　庫 兵　庫 兵　庫 奈　良
黒石　澄子 江尻　弘美 田中　邦子
的場　幸枝 国方　敬子 平尾久美子

昭和 （川西市） （武庫川） （武庫川）

54.10.28 東大阪市立 兵　庫 兵　庫 兵　庫
（日） 中央体育館 渡辺　富子 阿部　靖子 服部　正子

溜　美代子 山田　光代 吉岡　恭子
（東大阪M.B.C） （春円） （西宮）

大　阪 奈　良 兵　庫
東原　光代 小間　靖子 北田さくこ
増子　綾子 工藤　順子 合田　咲子

68ﾁｰﾑ （姫路） （西宮） （東大阪M.B.C）

兵　庫 兵　庫 大　阪
山口　　祥 村井　広美 堂尾佐千子 服部　正子
北尾　典子 諏訪　照美 金谷　節子 宿里　和江
（春円） （東大阪M.B.C） （桜ヶ丘） （西宮）

奈　良 大　阪 大　阪 兵　庫
中島佐代子 住野　節江 青野　千鶴
小山ミヤ子 天野　千鶴 岸本登志子

昭和 （門　真） （敦賀バード） （東大阪M.B.C）

55.10.26 東大阪市立 大　阪 福　井 大　阪
（日） 中央体育館 工藤　順子 西野　幸子 居場　勝子

金津　豊子 小笠原弘子 石井　春美
（西宮） （東大阪M.B.C） （西華）

兵　庫 大　阪 奈　良
江原美智子 東原　光代 阿部　靖子

98ﾁｰﾑ 山本こう子 増子　綾子 岡崎　広子
（リトルズ） （姫路） （春円）

東　京 兵　庫 奈　良
昭和 宿里　和江 池田紗千子 岸　世紀子 土庵　清子

56.10.22 大阪市 服部　正子 廣瀬　園子 小田　照美 森田　洋子
（日） 中央体育館 （西宮） （桜ヶ丘） （宝塚） （西華）

兵　庫 大　阪 兵　庫 奈　良
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金津　豊子 北岡　幸子 安田　美代
阪口ひろ美 築山喜久子 山上　和子
（西宮） （京都レインボー） （枚方ｼｬﾄﾙｽﾞ）

兵　庫 京　都 大　阪
井端　晴美 浅野美和子 藤本　恵子
丸　マユミ 田中　勝子 藤原　美子
（雅楽多） （西宮） （伊丹）

兵　庫 兵　庫 兵　庫
昭和 柳井　敏子 小牟礼百合子 高松美奈子

56.10.22 大阪市 利岡　輝子 石田　時子 原　　照美
（日） 中央体育館 （寝屋川） （桜ヶ丘） （高嶺）

大　阪 大　阪 大　阪
石井　春美 藤本　勝美 日下　玲子
居場　勝子 大場　治代 岡田　淑子
（西華） （姫路） （寝屋川）

奈　良 兵　庫 大　阪
中川　晴美 東原　光代 小間　靖子

171ﾁｰﾑ 牧野　君代 米沢美智子 須藤オサ子
（芦屋） （姫路） （西宮）

兵　庫 兵　庫 兵　庫
池田紗千子 北尾　典子 宿里　和江 土庵　清子
宮崎真理子 山口　　祥 服部　正子 森田　洋子
（桜ヶ丘） （春円） （西宮） （西華）

大　阪 奈　良 兵　庫 奈　良
飯山シズエ 愛葉　治子 山中トヨ子
渡辺　暁子 藤本　和美 中島佐代子

（大阪フレンドリー） （柏原ミドルズ） （門真）

大　阪 大　阪 大　阪
黒石　澄子 田添瑠美子 田中　邦子
的場　幸枝 坂本　尚子 野里　佳子

昭和 （川西） （錦ヶ丘・コスモス） （武庫川）

57.10.21 大阪市 兵　庫 熊　本 兵　庫
（木） 中央体育館 辻本　節子 西川　公子 北岡　洋子

畑中　徳江 藤本　恵子 居場　勝子
（たちばな・泉佐野） （伊丹） （西華）

大　阪 兵　庫 奈　良
東原　光代 三宅　道子 上辻　光子
浜田　栄子 妹尾　弘美 田子島屋恵美子
（姫路） （高嶺） （豊中シスターズ）

兵　庫 大　阪 大　阪
江原美智子 小間　靖子 中川　晴美

180ﾁｰﾑ 上田　光代 吉岡　恭子 牧野　君代
（リトルズ･門真） （西宮） （芦屋）

東京･大阪 兵　庫 兵　庫
御前美智子 小田　照美 宿里　和江 福本　房子
池田紗千子 入口　秀子 服部　正子 大門与史子
（桜ヶ丘） （宝塚） （西宮） （春円）

大　阪 兵　庫 兵　庫 奈　良
森岡　艶子 山際喜久子 藤田みどり
阿部恵里子 林　佳知子 石川いその
（つくし） （五十鈴ミドルズ） （広島エコー）

昭和 和歌山･三重 三　重 広　島
58.10.21 大阪市 稲岡　佑子 加藤美代子 藤本　恵子
（金） 中央体育館 村上　多恵 田村登志子 里藤　良子

（雅楽多） （川西） （伊丹）

兵　庫 兵　庫 兵　庫
上田　勝子 石川　恵子 中西　俊子

184ﾁｰﾑ 高森　洋子 高木美恵子 西川　公子
（熊本コスモス） （広島エコー） （伊丹）

熊　本 広　島 兵　庫
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松岡美佐子 妹尾　弘美 上辻　光子
藤田　二三 藤田かつ子 田子島屋恵美子
（ドリブン） （高嶺） （豊中シスターズ）

昭和 大阪市 京　都 大　阪 大　阪
58.10.21 中央体育館 江原美智子 高野美代子 中川　晴美
（金） 宮本　和代 阿部　靖子 牧野　君代

18ﾁｰﾑ （長崎平和） （春円） （芦屋）

長　崎 奈　良 兵　庫
入口　秀子 池田紗千子 宿里　和江 福本　房子
中島　弘子 宮崎真理子 服部　正子 大門与史子
（緑ヶ丘） （桜ヶ丘） （西宮） （春円）

兵　庫 大　阪 兵　庫 奈　良
森岡　艶子 立岡喜美子 比良由美子
駒谷　一恵 田宮佐知子 出来　敏子
（つくし） （春円） （豊中シスターズ）

和歌山 奈　良 大　阪
第 道先　宏子 藤本　恵子 国方　敬子

前川　仁美 里藤　良子 田中　邦子
昭和 （緑ヶ丘） （伊丹） （武庫川）

11 59.10.19 大阪市 兵　庫 兵　庫 兵　庫
（金） 中央体育館 藤田　咲美 的場　幸枝 石川　恵子

増子　綾子 加藤美代子 江波　鈴江
回 （姫路） （川西） （広島エコー）

兵　庫 兵　庫 広　島
荻野　康子 市原　照美 北村　洋子
松岡美佐子 佐々木桂子 西垣　良子
（ドリブン） （ブレイヤーズ） （緑ヶ丘）

京　都 香　川 兵　庫
渡辺　富子 吉田　信子 大久保悦子

188ﾁｰﾑ 井上　三知 赤松ヒデ子 山崎　桂子
（西宮） （福岡A.A） （豊中シスターズ）

兵　庫 福　岡 大　阪
宮崎真理子 中島　弘子 児玉　洋子 御前美智子
池田紗千子 入口　秀子 藤田みどり 北原美恵子
（桜ヶ丘） （緑ヶ丘） （広島エコー） （桜ヶ丘）

大　阪 兵　庫 広　島 大　阪
島中　泰子 黒石　澄子 村上　多恵
岡野美久児 山田美津子 星田　幸子
（長岡京） （川西） （神戸レディース）

京　都 兵　庫 兵　庫
昭和 岡田　詔子 藤山　和子 藤田　咲美

60.10.18 大阪市 岩井　道子 嶋本　留美 太田垣　瞳
（金） 中央体育館 （四日市） （島根） （姫路）

三　重 島　根 兵　庫
西垣　良子 南浦百合子 宮武　範子
北村　洋子 山田　光代 高橋ツヤ子
（緑ヶ丘） （春円） （善通寺）

兵　庫 奈　良 香　川
江原美智子 東原　光代 井上　三知

198ﾁｰﾑ 本田　綾子 小林多美子 渡辺　富子
（長崎平和） （姫路） （西宮）

長　崎 兵　庫 兵　庫
宮崎真理子 大塚シゲ子 宿里　和江 御前美智子
北原美恵子 飯山シズエ 阪口ひろ美 池田紗千子

昭和 （桜ヶ丘） （大阪フレンドリー） （西宮） （桜ヶ丘）

61.10.17 大阪市 大　阪 大　阪 兵　庫 大　阪
（金） 中央体育館 真鍋　陽子 富樫　容子 田中　邦子

藤原　竹子 東　　和美 柳畑由美子
178ﾁｰﾑ （岡山チェリッシュ） （春円） （武庫川）

岡　山 奈　良 兵　庫
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工藤　順子 木原　秀子 上川　恵子
松永真知子 西野そのえ 野村　篤子
（西宮） （広島エコー） （神戸レディース）

兵　庫 広　島 兵　庫
丸　マユミ 南浦百合子 高野久美子

昭和 井端　晴美 高野美代子 宮崎恵美子
61.10.17 大阪市 （神戸レディース） （春円） （八尾）

（金） 中央体育館 兵　庫 奈　良 大　阪
井上　三知 中川　晴美 山根　泰子
渡辺　富子 牧野　君代 桂　よしみ

178ﾁｰﾑ （西宮） （芦屋） （プーナ・熊取）

兵　庫 兵　庫 滋賀･大阪
川前　了子 宮崎真理子 児玉　洋子 宿里　和江
土庵　清子 北原美恵子 藤田みどり 阪口ひろ美
（西華） （桜ヶ丘） （広島エコー） （西宮）

奈　良 大　阪 広　島 兵　庫
小嶋恵美子 西　ゑみ子 尾崎紀代美
亀山　真樹 田上　典子 小田　恭子
（水鳥） （柏原ミドルス） （枚方シャトルｽﾞ）

滋　賀 大　阪 大　阪
山中トヨ子 山田　文江 佐藤美恵子

昭和 宇治　　澄 菅野　光代 中川　博子
62.10.16 大阪市 （門真） （高嶺） （寝屋川）

（金） 中央体育館 大　阪 大　阪 大　阪
藤原　三和 原　　照美 若狭　伸子
市川いその 高松美奈子 東　　富美子

（ダックス･広島エコー） （高嶺） （清水）

広　島 大　阪 大　阪
宮武　範子 上辻　光子 小笠原弘子

162ﾁｰﾑ 高橋ツヤ子 山崎　桂子 石崎　靖子
（善通寺） （豊中シスターズ） （東大阪M.B.C）

香　川 大　阪 大　阪
桶谷千鶴子 宮崎真理子 川前　了子 池田紗千子
片糸　康子 北原美恵子 土庵　清子 堂尾佐千子

（額バード･あすなろ） （桜ヶ丘） （西華） （桜ヶ丘）

石　川 大　阪 奈　良 大　阪
木下　敏子 天羽　克江 桑原　順子
山口美津江 藤山　美生 廣中　雅子
（泉ヶ丘） （阿南） （広島エコー）

大　阪 徳　島 広　島
大島美代子 佐藤美恵子 浅山　美穂
木原　秀子 中川　博子 池田　泰子

昭和 （東大阪M.B.C） （寝屋川） （たけのこ）

63.10.19 大阪市 大　阪 大　阪 兵　庫
（金） 中央体育館 長谷川さつよ 森隥　澄子 北尾　典子

松田　淑子 安達千鶴子 富樫　容子
（豊田） （茨木） （春円）

愛　知 大　阪 奈　良
辻本　節子 梅田ふみ子 山崎　桂子
花木　宗子 井上　利子 山本　容子

（たちばな・泉ヶ丘） （宝塚） （豊中シスターズ）

大　阪 兵　庫 大　阪
上辻　光子 井上　三知 勝山　裕子

232ﾁｰﾑ 桂　よしみ 小間　靖子 山口　和子
(豊中ｼｽﾀｰｽﾞ･熊取) （西宮） （西華）

大　阪 兵　庫 奈　良
大阪府立 宮崎真理子 宿里　和江 桶谷千鶴子 川前　了子

平成 　　体育会館 佐伯　智子 澄川　稔子 片糸　康子 土庵　清子
1.10.13 久保田鉄工(株) （桜ケ丘･東大阪MBC） （西宮） （額ﾊﾞｰﾄﾞ･あすなろ） （西華）

（金） 体育館 大　阪 兵　庫 石　川 奈　良
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赤沢　五月 山本富美子 西村　孝子
平田　明美 井上みどり 広　　妙子

（ちろりん村） （ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ） （四日市）

岡　山 大　阪 三　重

小橋　和子 出口　幹子 黒石　礼子
上田真知子 浅川　厚子 田中三枝子
（紫陽花） （ 霞 ） （つくし）

愛　媛 三　重 京　都

大阪府立 野中恵美子 浦川　礼子 服部　正子
平成 体育会館 億田　幸子 高橋　睦子 木田美智子

1.10.13 （インターバル） （豊橋ﾄﾚｾﾝ） （西宮）

（金） 愛　知 愛　知 兵　庫

久保田鉄工(株) 兼田　公子 小西　昭子 山本しず子
体育館 山本　美恵 佐藤ミヨ子 西　　節子

（清水） （西宮） （岡崎）

大　阪 兵　庫 愛　知

魚住　栄子 松岡美佐子 今井　信子
304ﾁｰﾑ 田中登美子 梶谷美智子 岸上　富子

（豊田） （ドリブン） （ﾐｾｽ丸亀）

愛　知　 京　都 香　川

佐伯　智子 桶谷千鶴子 川前　了子 宿里　和江
林　美津代 小野　和子 土庵　清子 澄川　稔子

（東大阪MBC･門真） （額ﾊﾞｰﾄﾞ） （西華） （西宮）

大　阪 石　川 奈　良 兵　庫

北野恵美子 脇田　敏子 山本三枝子
中村　祐子 吉崎美津子 米沢　真純
（額ﾊﾞｰﾄﾞ） （湖南ﾚﾃﾞｨｰｽ） （やまと･ｵｰﾛﾝ）

石　川 滋　賀 福　井

木田美智子 南村　益代 浅川　厚子
砂田須磨子 吉田　明美 出口　幹子
（西宮） （つくし） （ 霞 ）

平成 兵　庫 京　都 三　重

2.10.12 大阪府立 山際喜久子 石田　信子 木原　秀子
（金） 体育会館 岡田　詔子 須山　好惠 山下　淑子

（五十鈴･四日市） （紫陽花） （東大阪MBC）

三　重 愛　媛 大　阪

小西　昭子 市川いその 山本　三美
宇野　康子 辻本　節子 戸村　茂子
（西宮） （広島ｴｺｰ･たちばな） （京都レインボー･長岡京）

兵　庫 広島・大阪 京　都

山崎　桂子 高野久美子 近藤　岱子
315ﾁｰﾑ 上辻　光子 山村　晏江 牧野　君代

（豊中ｼｽﾀｰｽﾞﾞ） （八尾･桜ケ丘） （芦屋婦人）

大　阪 大　阪 兵　庫

林　美津代 笹井恵理子 桶谷千鶴子 藤上佐千子
宮崎真理子 本郷　寿美 小野　和子 宇山　昌子

（門真･桜ケ丘） （ブルーレイク） （額ﾊﾞｰﾄﾞ） （湖南ﾚﾃﾞｨｰｽ）

大　阪 滋　賀 石　川 滋　賀

浜口　輝美 石崎有紀子 勝見　尋子
広　　妙子 矢野　房代 寺部由美子

大阪府立 （四日市） （清水） （吹田ﾐｾｽ）

平成 体育会館 三　重 大　阪 大　阪

3.10.25 出口　幹子 森川　和代 田村　早苗
（金） (株)クボタ 浅川　厚子 西村　孝子 成田　久子

体育館 （ 霞 ） （四日市） （インターバル）

兵　庫 三　枝 愛　知

前田小夜子 片山　一美 南浦百合子
田畑　和美 小山真澄美 富樫　容子

340ﾁｰﾑ （ファースト） （あすなろ･新神田） （春円）

福　井 石　川 奈　良
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井上　利子 山上　和子 小田　令子
大阪府立 乃美喜代子 西澤　郁子 藤本　悦子
体育会館 （宝塚） （交野） （アイ）

平成 兵　庫 大　阪 京　都

3.10.25 (株)クボタ 高橋さよ子 大脇なおみ 小間　靖子
（金） 体育館 高橋よね子 山本しず子 井上　三知

340ﾁｰﾑ （ｿアー） （インターバル） （西宮）

岐　阜 愛　知 兵　庫

桶谷千鶴子 川前　了子 前田　昌子 飯山シズエ
中村　裕子 土庵　清子 桑野　弥生 宇山　昌子
（額ﾊﾞｰﾄﾞ） （西華） （ブルーレイク） （湖南ﾚﾃﾞｨｰｽ）

石　川 奈　良 滋　賀 滋　賀

土屋記巳子 磯永　由美 梅木　深雪
沢田　典子 平田　明美 常行　悦子
（吹田ﾐｾｽ） （永井B.C） （神津）

大　阪 岡　山 大　阪

田村　早苗 浦川　礼子 長尾　恭子
大阪府立 成田　久子 中野　育子 村沢多恵子

平成 体育会館 （インターバル） （豊橋トレセン） （豊田）

4.10.30 愛　知 愛　知 愛　知

（金） 森藤久美子 山際喜久子 竹原　芳子
(株)クボタ 民谷千寿子 近藤　智美 阪本由美子

体育館 （ソアー） （五十鈴） （名翔）

岐　阜 三　重 愛　知

松村　和美 山崎　桂子 北村　教子
三井　房子 若狭　伸子 市原　照美
（防　府） （ももち･長丘） （プレイヤーズ）

山　口 長　崎 香　川

北尾　典子 池田　博江 諌元　脩子
330ﾁｰﾑ 南浦百合子 工藤　順子 辻本　節子

（春円） （西宮） （黒崎･たちばな）

奈　良 兵　庫 福岡･大阪

山口真由美 林　美津代 井下由紀子 小国　久美
北原美恵子 宮崎真理子 武田　裕美 勝間　　恵

（河内長野･桜ケ丘） （門真･桜ケ丘） （広島スウィング） （雄飛）

大　阪 大　阪 広　島 京　都

石崎有紀子 矢野　房代 脇田　敏子
末岡　則子 松浦　三惠 吉崎美智子

（清水･尼崎BC） （清水） （湖南ﾚﾃﾞｨｰｽ）

大阪･兵庫 大　阪 滋　賀

地神　京子 岡田　裕子 浦川　礼子
平成 藤山　美生 赤沢　五月 中野　育子

5.10.14 大阪府立 （姫路） （ちろりん村） （豊橋トレセン）

（木） 体育会館 兵　庫 岡　山 愛　知

薮内　栄子 南浦百合子 岩井　道子
10.15 木田美智子 山本　邦子 水野　文代
（金） (株)クボタ （難波･清水） （春円） （四日市）

体育館 兵庫･大阪 奈　良 三　重

室田　光枝 市川いその 森川ミヨ子
佐藤美恵子 児玉　洋子 沖田　和美

（浦和あすなろ） （広島エコー･東大阪MBC） （広島ｽｳｨﾝｸﾞ）

埼　玉 広島･大阪 広　島

大神田みね子 本田　綾子 山下　淑子
354ﾁｰﾑ 大平　ヒサ 山崎　桂子 江原美智子

（練馬） （長崎平和） (東大阪MBC･長崎平和)

東　京 長　崎 大阪・長崎

平成 大阪府立 宇山　昌子 板谷　悦代 桶谷千鶴子 松本　美和
6.10.20 体育会館 植野恵美子 児玉　幸代 中村　祐子 宮竹ひとみ

〜 （湖南ﾚﾃﾞｨｰｽ･神津） （西華） （額ﾊﾞｰﾄﾞ） （東大阪M.B.C）

10.21 387ﾁｰﾑ 滋賀･大阪 奈　良 石　川 大　阪
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矢野　房代 宇野とよ子 中川　啓子
朝倉　三惠 吉崎美智子 川口　紀子
（清水） （湖南ﾚﾃﾞｨｰｽ） （西華）

大　阪 滋　賀 奈　良

堀尾恵美子 辻　美香惠 秋山　陽子
森川　慶子 小橋　章代 広　　妙子

(名古屋徳川･西尾市家庭婦人) （姫路） （四日市）

愛　知 兵　庫 三　重

億田　幸子 西岡由貴子 中村真理子
平成 田村　早苗 池田さつ子 古西　恭子

6.10.20 大阪府立 （一宮七夕･名古屋城） （たけのこ） （フレンドリー）

（木） 体育会館 愛　知 兵　庫 大　阪

松村　和美 市川いその 北村　教子
10.21 三井　房子 児玉　洋子 中村　聰子
（金） （防府同好会･大歳） （広島エコー･東大阪MBC） （ぷーな）

山　口 広島･大阪 高　知

岸　世紀子 吉川　洋子 山本しず子
井上　利子 中西エミ子 田中　勝子
（宝塚） （オーロン） (岡崎ﾌｪﾆｯｸｽ･名古屋天白)

兵　庫 福　井 愛　知

梶谷美智子 魚住　栄子 荻野　育子
387ﾁｰﾑ 松岡美佐子 細野　節子 伊勢　路子

（ドリブン） （豊田） (平　和)

京　都 愛　知 長　崎

松原　春美 吉崎美智子 藤田みどり 脇本　英子
井下由紀子 宇山　昌子 武田　裕美 梅田　真澄

（広島スイング） （湖南ﾚﾃﾞｨｰｽ） （広島ｴｺｰ･ｽｳｨﾝｸﾞ） （A A）

広　島 滋　賀 広　島 福　岡

岡　　直美 原田久美子 末広　桂子
廣本　美秀 水本　典子 小川真由美
（早良･西区） （徳山） （フリーﾊﾞｰﾄﾞ）

福　岡 山　口 福　岡

木村　妙子 山本　恵美 地神　京子
田中　早苗 武田世津子 辻　美香惠

（フライデーズ） （下関マンデーズ） （姫路）

熊　本 山　口 兵　庫

平成 中島由美子 津崎由紀子 武藤千代子
7.11.8 福岡 小林　孝子 光吉千佳子 秋山　信枝
（水） 市民体育館 （若津） （どんぐり） （A A）

長　崎 福　岡 福　岡

11.9 梅崎　隆子 藤井　五月 市原いその
（木） 博多体育館 福島美保子 出原　和枝 吉川　由美

（コスモス） （高嶺） （広島エコー）

熊　本 大　阪 広　島

松村　和美 有薗　靖子 金谷　節子
石井　伸子 原田　良子 兼田　公子

（防府・田布施）（愛好会･大野城連盟） （桜ケ丘･清水）

山　口 福　岡 大　阪

本田　綾子 桂　よしみ 池田　博江
186ﾁｰﾑ 江原美智子 山村　晏江 工藤　順子

（平和） （熊取･桜ケ丘） （西宮）

長　崎 大　阪 兵　庫

松原　春美 竹林佐代子 藤田みどり
平成 井下由紀子 川前　智代 催　　泰子

8.11.16 新居浜市 （広島スイング） （丸亀ドリーム） （広島ｴｺｰ･呉ﾏﾘｰﾝ）

（土） 市民体育館 広　島 香　川 広　島

熊川　有子 阿賀田仁美 原田久美子
11.17 山根 田淵　雪江 日野　千秋 水本　典子
（日） 総合体育館 （広島スイング） （双葉） （徳山）

広　島 愛　媛 山　口
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白石　美和 乾　　恵子 井上八重子
佐伯　玲子 浜口　輝美 土屋記巳子

（西条バード） （四日市） （清水）

愛　媛 愛　知 大　阪

武知五十鈴 上田真知子 本田　恵子
山下　文恵 善家　光子 松永　幸恵

（UBC） （UBC･TBC） （双葉）

平成 愛　媛 愛　媛 愛　媛

8.11.16 新居浜市 小橋　和子 廣瀬　園子 伊藤トシ子
（土） 市民体育館 石田　信子 木田美智子 白石　久代

（西条バード） （清水） （双葉）

11.17 山根 愛　媛 大　阪 愛　媛

（日） 総合体育館 松村　和美 山際喜久子 山本しず子
石井　伸子 岡田　詔子 竹原　芳子

（防府・田布施） （五十鈴・四日市） (岡崎ﾌｪﾆｯｸｽ･名古屋徳川)

山　口 三　重 愛　知

池田　博江 本田　綾子 大脇なほみ
158ﾁｰﾑ 工藤　順子 江原美智子 田中　勝子

（西宮） （平和） （名古屋東山）

兵　庫 長　崎 愛　知

金子　正子 松原　春美 勝間　　恵 前田　昌子
梅田　真澄 井下由紀子 小国　久美 桑野　弥生
（ﾄﾞﾛｯｼｭ･AA） （広島スイング） （雄翔） （ブルーレイク）

福　岡 広　島 京　都 滋　賀

戸田　　恵 平川　裕子 木谷ひふ美
岸田　京子 徳永　雅美 佐藤　美佳
（青崎） （広島エコー） （広島ｴｺｰ･西区ﾊﾞﾄﾞ同好会）

広　島 広　島 福　岡

宮本美恵子 武田　裕美 永井　利枝
山下　麻弥 佐々木幸恵 岡　　和子

（広島エコー） （広島スイング） （西条バード）

広　島 広　島 愛　媛

松本江里子 磯永　由美 上野　英子
平成 田中　陽子 藤九　明美 和田守美佐江

9.11.22 （岡崎ﾌｪﾆｯｸｽ） （ﾄｳｨﾝｸﾙ･ｸﾗﾚ岡山） （エース松山）

（土） 広島県立 愛　知 岡　山 愛　媛

総合体育館 福本　房子 土庵　清子 俵山　美子
11.23 大門与史子 溝上　幸子 松村美千代
（日） （春円） （西華） （田布施家庭婦人）

奈　良 奈　良 山　口

松村　和美 香井　晴江 泰　由美子
石井　伸子 三井　房子 長井　雪子

（防府・田布施） （下松･大歳） （双葉）

山　口 山　口 愛　媛

河内山由利子 井上　三知 市川いその
植木喜美子 宇野　康子 河村　郁子

（藤崎･エンドレス） （西宮） （広島エコー）

福　岡 兵　庫 広　島

桂　よしみ 中村　一子 寺沢　由香
228ﾁｰﾑ 江原美智子 小川　末子 荻野　育子

（熊取･平和） （エンドレス･春日）（平和･大村パール）

大阪･長崎 福　岡 長崎

金子　正子 北原　鶴美 宮崎真理子 大石小夜子
平成 三協アルミ 内山　咲子 吉岡　　忍 北原美恵子 近葉　裕子

10.9.26 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ （ドロッシュ） （あすか） （桜ケ丘） （シニア）

（土） 「サンアリーナ」 福　岡 富　山 大　阪 福　井

中村優加里 山田　幸恵 山河　昭美
9.27 立山アルミ 永栄　律子 高島　明美 三箇美奈子

（日） エーエル会館 （友輪･メイト） （シニア） （友輪･新湊ハート）

富　山 福　井 富　山
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平尾　寛美 神野　良子 長澤由企子
池田やす子 江口　好美 島田　千治

（あすか･シャトル） （金沢フレンド） （水鳥）

富　山 石　川 富　山

馬越加津子 辻口美智子 高橋惠里子
中井　智子 向島　順子 鈴木　安子

（枚方ﾌﾗｲﾃﾞｰ） （水鳥） （キャンディーズ）

大　阪 富　山 愛　媛

宿里　和江 森藤久美子 藤井　五月
平成 三協アルミ 山下　佳子 民谷千寿子 森永　恭子

10.9.26 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ （西宮･宝塚） （ソアー） （高嶺）

（土） 「サンアリーナ」 兵　庫 岐　阜 大　阪

片糸　康子 松村　和美 堂尾佐千子
9.27 立山アルミ 片山　一美 石井　伸子 御崎美智子

（日） エーエル会館 （金沢フレンド） （防府・田布施） （桜ケ丘）

石　川 山　口 大　阪

内田紅美子 的場　幸枝 本村　綾子
諌元　脩子 工藤　順子 村田　良子

（ﾌﾞﾙｰﾘｰﾌﾞﾑ･ｻﾝﾃﾞｰ） （川西･西宮） （レインボー・山口ﾚﾃﾞｨｰｽ）

福　岡 兵　庫 山　口

江原美智子 荻野　育子 斉藤智恵子
176ﾁｰﾑ 桂　よしみ 寺沢　由香 齋藤　洋子

（平和･熊取） （大村パール･平和）（ユｰバｰ・堀川南）

奈良･大阪 長　崎 富　山

金子　正子 岡田　　忍 俵　由紀路 大石小夜子
内山　咲子 近葉　裕子 渡邊　久美 西村　真澄

（ドロッシュ） （シニア） （LATOUR） （シニア）

福　岡 福　井 滋　賀 福　井

小林　洋子 鈴木かをり 槙村　芳子
中村かおり 中尾佐登世 米倉　恵理
（シニア） （蒲郡ﾌｫﾙｻ･豊橋） （東大阪NBC）

福　井 愛　知 大　阪

中村　祐子 山本都美子 長澤由企子
竹井早葉子 山口　　香 島田　千治

（ファンシャトズ） （小俣ﾚﾃﾞｨｰｽ） （水鳥）

石　川 三　重 富　山

田村　早苗 板本　芳江 槙野いく子
平成 霜　　恭子 土屋記巳子 中村　元美

11.11.27 岐阜 （名古屋名城･小牧） （ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ･清水） （小俣ﾚﾃﾞｨｰｽ）

（土） メモリアル 愛　知 大　阪 三　重

ｾﾝﾀｰ 福本　房子 森藤久美子 喜多美恵子
11.28 「で愛ドーム」 大門与史子 民谷千寿子 土庵　清子
（日） （春円） （ソアー） （西華）

｢ふれ愛ドーム｣ 奈　良 岐　阜 奈　良

片糸　康子 岡田　詔子 松村　和美
片山　一美 秋山　陽子 三井　房子

（金沢ﾌﾚﾝﾄﾞ･津幡） （四日市） （防府・大歳）

石　川 三　重 山　口

河内山由利子 工藤　順子 松山　泰子
熊迫　悦子 斉藤　洋子 山崎　靖子
（藤崎） （西宮） （百道・愛宕浜）

福　岡 兵　庫 長崎･福岡

井上　三知 大脇なほみ 江原美智子
243ﾁｰﾑ 井上　利子 大畑　弘子 山崎　桂子

（西宮･宝塚） （名古屋あすなろ･稲沢） （平和・福岡ｳｲﾝｸﾞ）

兵　庫 愛　知 長崎･福岡
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金子　正子 宮崎真理子 大石小夜子 堂山貴美子
内山　咲子 井波　理佐 西村　真澄 酒井美智子

（ドロッシュ） （桜ケ丘） （シニア） （セピア）

福　岡 大　阪 福　井 福　岡

井上十志子 高森　綾子 松山　千晶
鷲村　泰子 馬杉　治子 岸田　礼子
（晴嵐） （LATOUR） （Y.Friends）

京　都 滋　賀 滋　賀

小池由紀子 竹内久美惠 荒木ますみ
田中　正子 岩佐起久子 松下　禎子
（緑ケ丘） （FUKUKA） （交野）

平成 兵　庫 福　井 大　阪

12.11.3 土屋記巳子 飯山シズエ 井上みどり
（金） 滋賀県立 森田須賀子 坂本　芳江 宇川千代子

体育館･別館 （清水･泉ケ丘） （フレンドリー） （フレンドリー）

大　阪 大　阪 大　阪

11.4 松田久弐子 光吉千佳子 宿里　和江
（土） 大津市 槙村　芳子 中村　豊子 山下　佳子

皇子が丘公園 （東大阪MBC） （ｼｬﾄﾙﾌﾚﾝｽﾞ･黒崎） （西宮･宝塚）

体育館 大　阪 福　岡 兵　庫

11.5 片糸　康子 廣瀬　園子 南浦百合子
（日） 片山　一美 木田美智子 福本　房子

（金沢ﾌﾚﾝﾄﾞ･津幡） （清水） （春円）

石　川 大　阪 奈　良

松村　和美 有薗　靖子 河内山由利子
石井　伸子 原田　良子 熊迫　悦子

（防府・田布施） （当仁･まどか南） （藤崎）

山　口 福　岡 福　岡

本田　綾子 池田　博江 大畑　弘子
307ﾁｰﾑ 山崎　桂子 井上　三知 大脇なほみ

（平和･ｳｲﾝｸﾞ） （西宮） （稲沢･名古屋あすなろ）

長崎･福岡 兵　庫 愛　知

金子　正子 片岡美智子 堂山貴美子 森辺ひかり
廣本　美秀 石井　道子 中森　良子 小森　美代

（ﾄﾞﾛｯｼｭ・城ノ原） （片岡スポーツ） （セピア） （ダイヤモンド）

福　岡 長　崎 福　岡 長　崎
下釜　裕子 古場奈穂子 鐘ケ江寿美子
浦上　千春 古賀　美保 今道　清美

（日本ビソー） （パートナー） （カレン）

平成 長　崎 長　崎 長　崎
13.11.17 北川　智美 春野　由美 潮屋美穂子
（土） 金崎　直美 今泉　　薫 溝口由紀子

（チューリップ） （明日葉） （ﾁｭｰﾘｯﾌ･ｴﾝｾﾞﾙ）

11.18 長崎県立 長　崎 長　崎 長　崎
（日） 総合体育館 木村　妙子 吉田寿美恵 山口  峰子

田中　早苗 折井富美子 前田　良子
11.19 （熊本フライデー） （パートナー） （カレン・平和）

（月） 熊　本 長　崎 長　崎
一瀬真知子 谷脇　洋子 森川　明美
深堀　和子 梅田　真澄 立石千代子
（なぎさ） （ＡＡ･千早） （新南陽ﾚｲﾝﾎﾞｰ）

長　崎 福　岡 山　口
廣瀬　園子 森藤久美子 三井　房子

209ﾁｰﾑ 木田美智子 民谷千寿子 上野　富江
（清水） （ソアー） （大歳ノイジィ）

大　阪 岐　阜 山　口
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平成 松村　和美 有薗　靖子 原　　尚子
13.11.17 石井　伸子 原田　良子 日比　公子
（土） (防府ﾊﾞﾄﾞ･田布施) （当仁・まどか南） （ソアー）

11.18 長崎県立 山　口 福　岡 岐　阜
（日） 総合体育館 道家　　幸 本村　綾子 池田　博恵
11.19 上辻　光子 安田　悦子 井上　三知
（月） 209ﾁｰﾑ （一宮･豊中ｼｽﾀｰｽﾞ） (新南陽ﾚｲﾝﾎﾞｰ･下松ﾐﾗｸﾙ) （西宮）

愛知・大阪 山　口 兵　庫
金子　正子 宮崎真理子 堂山貴美子 豊田美津子
廣本　美秀 井波　理佐 阿久根恭子 宮本　美樹

（ドロッシュ・城ノ原） （桜ケ丘） （セピア･ちくしの） （別商･明正）

福　岡 大　阪 福　岡 大　分
栗本　弘美 森川　明美 池本　裕美
立田　美鈴 神庭　美穂 岩廣真由美
（ソアー） （新南陽ﾚｲﾝﾎﾞｰ） （下関BBC）

岐　阜 山　口 山　口
石原　桂子 藤田みどり 島岡　和代
光本　純子 工藤まさみ 北条　珠美

平成 （豊体協･印刷局岡山） （広島エコー） （バーバママ）

14.11. 8 岡　山 広　島 香　川
（金） 松村　峰子 土庵　清子 中川　みち

山口県 松尾　真澄 野澤　文子 中野　光子
ｽﾎﾟｰﾂ （下松ﾎﾜｲﾄ･H･S･C） （西華） （FCC・油谷）

11.9 文化ｾﾝﾀｰ 山　口 奈　良 山　口
（土） 藤九　明美 岡崎　君江 福永　尚美

やまぐち 磯永　由美 杉岡たけみ 中山　明美
ﾘﾌﾚｯｼｭﾊﾟｰｸ （ｸﾗﾚ岡山･ﾄｳｲﾝｸﾙ） （宇部ｼｬﾄﾙｽﾞ） （三原･フレンズ）

11.10 岡　山 山　口 広　島
（日） 森藤久美子 廣瀬　園子 嶋田　文江

民谷千寿子 木田美智子 古城　周子
（ソアー） （清水） （東ソー･徳山）

岐　阜 大　阪 山　口
東条フミ子 松村和美 小俣ヒロ子
岡田　詔子 石井伸子 土谷テル子

（ﾊｰﾃｨｰﾊﾟｰﾃｨ） （防府バド同好会・田布施） （宗方･大分ﾚﾃﾞｨｰｽ）

香　川 山　口 大　分
山崎　桂子 村田　良子 河内山由利子

266ﾁｰﾑ 本田　綾子 本村　綾子 植木喜美子
（ウィング･平和） （山口ﾚﾃﾞｨｰｽ・新南陽ﾚｲﾝﾎﾞｰ） （藤崎･愛宕浜）

福岡･長崎 山　口 福　岡
柴田　順子 宮崎真理子 鍛治香名美 俵  由紀路
渡辺　冬子 井波　理佐 川上　千明 杉本　久美
（シニア） （桜ケ丘） （美　川） （LATOUR）

福　井 大　阪 石　川 滋　賀
野村　法子 山本　祥子 小松真智子
老本真理子 戸田　清美 仲谷美由紀

平成 （水鳥・ｼｬﾄﾙ） （弓庄） （ｵｰﾛﾝ・ﾛﾋﾞﾝｽﾞ）

15.10.31 富　山 富　山 福　井
（金） 福井県営 畠下佐知子 奥野三重子 中村優加里

体育館 山田　千明 安　　雅子 永栄　律子
11.１ （ＦＵＫＵＫＡ） （湖南レディース） （シャトル）

（土） 福　井 滋　賀 富　山
福井市 井下由紀子 乾　　恵子 畑末絵理香

11.２ 体育館 松原　春美 斎藤　ゆか 的場　幸枝
（日） （広島ｽｳｨﾝｸﾞ） （四日市・松阪） （川西）

広　島 三　重 兵　庫
土屋記巳子 小国　久美 民谷千寿子

194ﾁｰﾑ 森田須賀子 小原　純子 若野由紀子
（清水・泉ヶ丘） （雄飛・山鳩） （ソアー）

大　阪 京　都 岐　阜
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佐竹　豊子 藤井　五月 廣瀬　園子
谷脇　洋子 森永　恭子 松宮マチ子

平成 （Ａ・Ａ） （高嶺） （清水）

15.10.31 福井県営 福　岡 大　阪 大　阪
（金） 体育館 土庵　清子 松村　和美 億田　幸子

森田　洋子 三井　房子 奥野　照代
11.１ （西華） (防府ﾊﾞﾄﾞ同好会･大歳) （一宮・西枇杷島四ツ葉）

（土） 福井市 奈　良 山　口 愛　知
体育館 道家　　幸 中西エミ子 尾崎喜代子

11.２ 本田　綾子 山本しづ子 原　　尚子
（日） 194ﾁｰﾑ （一宮･平和） (ｵｰロン･岡崎ﾌｪﾆｯｸｽ) （中央・ソアー）

愛知・長崎 福井・愛知 岐　阜
霞　　恭子 松本　美和 豊田美津子 宇山　昌子
鈴木たまみ 片岡千恵美 安部　美樹 勝山　直子

（小牧･春日井） （東大阪M.B.C） （別商・明正） (湖南ﾚﾃﾞｨｰｽ・湖翔)

愛　知 大　阪 大　分 滋　賀
木村　恵里 中村　百合 坂本　智恵
早　　香代 野村みゆき 近藤　鈴子
（キララ） （BEAM） （半田・東海）

和歌山 福　井 愛　知
安藤　温子 安 　　雅子 久野ひとみ
斎藤　ゆか 近藤　晴美 鈴木　昌子

平成 （千里・松阪） （湖南レディース） （豊田）

16.11. 2 名古屋市 三　重 滋　賀 愛　知
（火） 総合体育館 山本都美子 川谷　明子 安藤志津子

中西　亮子 古賀ひとみ 伊藤眞理子
（小俣ﾚﾃﾞｨｰｽ） （ｸﾘｱﾚﾃﾞｨｰｽ） （春日井）

11.3 三　重 福　岡 愛　知
（水） 乾　　恵子 上野　英子 槙野いく子

濱口　輝美 和田守美佐江 中村　元美
（四日市） （エース松山） （小俣ﾚﾃﾞｨｰｽ）

三　重 愛　媛 三　重
松本江里子 堀尾恵美子 福本　房子
田中　陽子 亀谷　康子 大門与吏子

（岡崎ﾌｪﾆｯｸｽ） (名古屋あすなろ・半田) （春円）

愛　知 愛　知 奈　良
松村　和美 東条フミ子 土庵　清子
平野　京子 岡田　詔子 森田　洋子

(防府ﾊﾞﾄﾞ同好会･ｻﾀﾃﾞｨｽﾏｯｼｭ) （ハーティパｰティｰ） （西華）

287ﾁｰﾑ 山　口 香　川 奈　良
河内山由利子 有薗　靖子 道家　　幸
大庭千恵子 原田　良子 本田　綾子
（藤崎･百道） (当仁･まどか南) （一宮・平和）

福　岡 福　岡 愛知・長崎
金子　正子 松本　美和 池尻　昭子 俵   由紀路
松山　裕子 片岡千恵美 廣本　美秀 杉本　久美

   （藤崎・シャトルハウス　 （東大阪M.B.C） （ ＫＬＢＣ．　城の原  ） （ＬＡＴＯＵＲ）

平成 福　岡 大　阪 福　岡 滋　賀
17.11.5 高知 民野ゆきえ 六川　由紀 井出口美奈
（土） 県民体育館 玉木ひとみ 宮西　昌美 戸田　　恵

（フラワー・ＩＮＡＢＡ ） （ ハーティーパーティー ） ( 広島スウィング ）

11.６ 高知市 鳥　取 香　川 広　島
（日） 総合体育館 香山百合子 藤田伊津子 板木　智恵

山下　良依 金浦　ルミ 千島　陽子
（クラレ岡山 ） （チームレオ） （半田・春日井 ）

岡　山 愛　媛 愛　知
大東恵里子 春野　由美 三好みどり

257ﾁｰﾑ 山西　佳子 溝口由希子 松浦　祐子
（三田ウイングス・宝塚 ） （ ＹＹ ） （ 松山市民 ）

兵　庫 長　崎 愛　媛
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第
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第
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東条フミ子 中嶋　京子 藤九　明美
東条　美希 末次　美苗 磯永　由美

（ ハーティーパーティー ） （ 西宮 ） （クラレ岡山・トゥウィンクル ）

平成 香　川 兵　庫 岡　山
17.11.5 高知 佐竹　豊子 飯山シズエ 白石　久代
（土） 県民体育館 谷脇　洋子 松田久弐子 本田　恵子

（ Ａ ・Ａ ） （フレンドリー・東大阪Ｍ・Ｂ・Ｃ ） （ 双葉 ）

11.６ 高知市 福　岡 大　阪 愛　媛
（日） 総合体育館 福島美保子 秦　由美子 岡元　恭子

梅崎　隆子 小橋　和子 梶原千栄子
（コスモス） （双葉・西条バード） （ 藤崎・シーガル ）

熊　本 愛　媛 福　岡
石井　伸子 道家　　幸 河内山由利子

257ﾁｰﾑ 松村　和美 本田　綾子 大庭千恵子
（田布施ＢＣ・防府バド同好会 ） （一宮・長崎平和） （藤崎・百道 ）

山　口 愛知・長崎 福　岡
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