
種　目 優　勝 準優勝 三　位 四　位 参加数

１部 宮本 愛梨 岸上 紗帆 森田 ゆみ 松本 憧 　１８

川端 葵衣 勝間 香菜恵 岡本 英里香 宮﨑 友望

(クァトロブーム[福井]) (雄飛[京都]) (クァトロブーム[福井]) (ＣＯＭＲＡＤＥＳ[徳島])

(クァトロブーム[福井]) (雄飛[京都]) (クァトロブーム[福井]) (ＣＯＭＲＡＤＥＳ[徳島])

２部 藤田 梨那 村田 恵 矢島 茉由子 　１１

Ａブロック 大島 美貴 南 晴奈 須藤 詩織

(ケセラセラ[福井]) (クァトロブーム[福井]) (赤堀クラブ[群馬])

(ケセラセラ[福井]) (クァトロブーム[福井]) (赤堀クラブ[群馬])

２部 福永 亜希 野中 愛子 福原 志津子 　１２

Ｂブロック 福島 綾子 北島 文 中野 絵美

(ＭＩＮＴ[鹿児島]) (ＦＣＣ[福岡]) (ソアークラブ[岐阜])

(ＭＩＮＴ[鹿児島]) (ＦＣＣ[福岡]) (ソアークラブ[岐阜])

２部 髙木 圭子 平尾 由里子 寺内 美幸 豊島 由紀 井手 久恵 紫垣 智美 瀬川 友紀 工藤 利加子 　６０

Ｃブロック 葛西 深雪 尾上 真紀 飯島 波江 中川 明子 高橋 綾子 阿久津 直美 福田 江津子 伊藤 友美

(Ｗｅｎｄｙ[岐阜]) (Ｙ．Ｆｒｉｅｎｄｓ[滋賀]) (赤堀クラブ[群馬]) (ＭＹＭＵＭＳ[宮城]) (永井ＢＣ･トトロ[岡山]) (大宮よのっくす[埼玉]) (Ｑｕｅｅｎ[鳥取]) (千代田シャトルズ[千葉])

(大垣クラブ[岐阜]) (湖南[滋賀]) (赤堀クラブ[群馬]) (ニュートラル[宮城]) (永井ＢＣ･トトロ[岡山]) (北本向日葵[埼玉]) (ＭＳＣ[鳥取]) (八千代[千葉])

２部 高崎 朋子 畑末 絵理香 蔵本 利美 松原 真由美 東条 美希 宇都宮 綾子 真鍋 美恵子 古谷 祥子 　３２

Ｄブロック 堀池 由紀子 稲田 百合 前田 美和子 杉本 由美子 柴野 理恵 西村 美香 藤田 直美 杉原 加寿子

(ふじクラブ[東京]) (川西･あい＆あい[兵庫]) (津幡クラブ[石川]) (水鳥クラブ[奈良]) (ハーティーパーティー[香川]) (大宮ラピス[埼玉]) (フットワーク[高知]) (宇部シャトルズ[山口])

(杉並いなほ[東京]) (川西･あい＆あい[兵庫]) (津幡クラブ[石川]) (水鳥クラブ[奈良]) (ハーティーパーティー[香川]) (大宮ラピス[埼玉]) (ぷ～なクラブ[高知]) (小野田クラブ[山口])

２部 竹田 由美子 長野 久美 内城 輪恵 片岡 千恵美 永栄 律子 市川 むつき 大川内 京子 市川 治代 　５２

Ｅブロック 希有 ユミ子 松元 恵 鷲見 直子 磯山 浩美 松下 玲子 長谷部 留美 中村 玲子 山崎 あや

(東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ[大阪]) (ＭＩＮＴ[鹿児島]) (Ｗｅｎｄｙ[岐阜]) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ[大阪]) (水鳥[富山]) (札幌２０[北海道]) (Ｔａｍａ’７８[神奈川]) (フットワーク[高知])

(東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ[大阪]) (ＭＩＮＴ[鹿児島]) (ソアークラブ[岐阜]) (東大阪Ｍ．Ｂ．Ｃ[大阪]) (黒部中央[富山]) (札幌２０[北海道]) (シープ[神奈川]) (フットワーク[高知])

２部 近藤 晴美 吉井 正美 高垣 尚美 佐伯 悦恵 山本 晴世 塚本 敬子 篠﨑 悦子 宮澤 由美子 　４４

Ｆブロック 西川 茂美 中津留 千穂 大東 恵里子 伴 麻紀 小林 朋子 春名 亜紀子 落合 愛美 丹羽 幸子

(湖南[滋賀]) (あい＆あい[兵庫]) (あい＆あい[兵庫]) (宝塚[兵庫]) (スルガウィングス[静岡]) (府中クラブ[東京]) (あひるクラブ[栃木]) (坂戸マーレェ[埼玉])

(Ｙ．Ｆｒｉｅｎｄｓ[滋賀]) (あい＆あい[兵庫]) (川西[兵庫]) (伊丹[兵庫]) (桔梗[静岡]) (西東京クラブ[東京]) (あひるクラブ[栃木]) (坂戸マーレェ[埼玉])
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２部 岩﨑 千春 礒 昌代 小庭 洋子 福田 典子 桐生 英子 小原 真澄 小野 ちづ子 末次 美苗 　５２

Ｇブロック 今津 裕美 北林 真弓 須田 美由喜 堀江 圭子 樋川 麻子 佐藤 忍 齋藤 ゆか 有元 千寿

(川口フェローズ[埼玉]) (所沢木曜会[埼玉]) (エバーグリーン[東京]) (栃の葉レディース[栃木]) (練馬アイリス･楓会[東京]) (ＭＹＭＵＭＳ[宮城]) (ＣＨＩＳＡＴＯ[三重]) (西宮[兵庫])

(大宮よのっくす[埼玉]) (川口フェローズ[埼玉]) (港平和[東京]) (ＭＭＣ[栃木]) (練馬アイリス･楓会[東京]) (ＭＹＭＵＭＳ[宮城]) (ＣＨＩＳＡＴＯ[三重]) (西宮[兵庫])

２部 川谷 明子 西村 真澄 井下 由紀子 諏訪 美智代 安達 真由美 藤本 雅子 入口 秀子 山本 邦子 　６０

Ｈブロック 堂山 貴美子 井上 美智代 松原 春美 徳留 すえみ 鈴木 知恵 野﨑 智厚 山西 佳子 児玉 幸代

(クリアレディース[福岡]) (シニア[福井]) (広島スウィング[広島]) (ＭＩＮＴ[鹿児島]) (亀岡クラブ[京都]) (西東京クラブ[東京]) (緑ヶ丘･宝塚[兵庫]) (沙羅クラブ[奈良])

(セピア[福岡]) (ケセラセラ[福井]) (広島スウィング[広島]) (ＭＩＮＴ[鹿児島]) (亀岡クラブ[京都]) (西東京クラブ[東京]) (緑ヶ丘･宝塚[兵庫]) (沙羅クラブ[奈良])

２部 新田 豊子 永松 立子 赤澤 五月 伊藤 育子 米澤 千江美 宇佐美 洋子 佐藤 利子 戸田 洋子 　５２

Ｊブロック 竹林 佐代子 東地 加代子 後藤 恵 佐々木 小夜子 伊嶋 恵子 太田 清子 松村 美智子 小桧山 利恵

(バーバママ[香川]) (下山門[福岡]) (桃太郎本舗[岡山]) (ＭＩＸドロップ[宮城]) (手児奈[千葉]) (桔梗[静岡]) (小平ＢＫＧ[東京]) (大垣クラブ[岐阜])

(丸亀ドリーム[香川]) (シャトルフレンズ[福岡]) (桃太郎本舗[岡山]) (ＭＹＭＵＭＳ[宮城]) (流山[千葉]) (未来[静岡]) (若草会[東京]) (ソアークラブ[岐阜])

２部 田倉 テイ子 真鍋 絹子 梯 栄子 日高 多恵子 田代 千知子 定直 由起子 吉川 寿子 本田 恵子 　３２

Ｋブロック 宮崎 美江子 河野 昌子 市田 礼子 塩路 雅子 武智 孝子 鐘江 敏子 北山 みと子 近藤 菜穂子

(府中クラブ[東京]) (Ｓｈｏｔ’０４[千葉]) (板橋レディース[東京]) (オリーブ[神奈川]) (オーロラ[神奈川]) (藤崎[福岡]) (アクティブ[茨城]) (双葉[愛媛])

(調布エレガンス[東京]) (ＮＡＮＢＵ[千葉]) (渋谷[東京]) (Ｆ．Ｍ．Ｃ[神奈川]) (森クラブ[神奈川]) (ＥＢＣ[福岡]) (ＷＡＰ[茨城]) (鳥生クラブ[愛媛])

２部 佐藤 美恵子 宮本 容子 佐藤 マツノ 日比 公子 原田 敬子 阿山 博美 　２３

Ｌブロック 室田 光枝 米口 順子 大庭 弘子 吉村 典子 井上 博子 矢野 節子

(浦和あすなろ[埼玉]) (三鷹ロビンス[東京]) (オーロラ[神奈川]) (ソアークラブ[岐阜]) (岡崎フェニックス[愛知]) (Ｓｈｏｔ’０４[千葉])

(浦和あすなろ[埼玉]) (若草会[東京]) (オーロラ[神奈川]) (ウィング中津川[岐阜]) (尾張旭[愛知]) (すかい[東京])

２部 山本 しず子 兼田 公子 竹村 明子 常田 順子 　８

Ｍブロック 中村 聰子 高澤 節巳 大川 順子 中西 エミ子

(岡崎フェニックス[愛知]) (清水クラブ[大阪]) (ラベンダーズ[神奈川]) (Ｔａｍａ’７８[神奈川)

(ぷ～なクラブ[高知]) (フレンドリークラブ[大阪]) (せっつクラブ[大阪]) (オーロン[福井])

２部 佐藤 督子 大塚 かつ江 下山 タエ子 増子 トキ 　７

Ｎブロック 遠藤 夫美子 村田 勝子 牧野 君代 高松 悦子

(ライラック[宮城]) (与野撫子[埼玉]) (クリッパーズ[兵庫]) (郡山ポピー[福島])

(郡山ポピー[福島]) (有秋台[千葉]) (芦屋[兵庫]) (会津ＢＣ[福島])
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