
小峰 芳枝 岩田　亜里紗
水野 裕子 栗田　真衣香

久保田　由美 60 石若　暁子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  60

原　千晴 宇賀神　聡子 )( 個人       

栗原　美佐子 w.o 森谷　美由喜 )( あさき     62

舟引　律子 細谷　千鶴子 )( HKｸﾗﾌﾞ  

森永　京子 62 山下 有子 63

山内　圭子 小川 道子

横溝　勝美 60 浅野　真美子 64

川崎　さやか 高橋　明子

大山 圭子 w.o 大橋　幸子 )( Poco         75

中田 裕子 高崎　恵美子 )( 遊乗会   

畠山 千景 76 早津　美智世 64

八木田 由紀 (10) 鈴木　長恵

佐藤 広子 64 高橋 由子 60

小林 美幸 小峯 礼子

石田　和子 上川　和子 )( スマッシュ  

渡辺　初江 64 志々目　訓子 )( 個人       64

伊藤　奈苗 75 上田　志保 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  63

黒田　美樹 田中　広子 )( 個人       

内藤 友香里 60 植松　智美 76

内藤　真弓 高木 浩子 (5)

秋葉　洋浮子 板井　伊都子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

小池　式部 阿部　富代 )( 個人       

伊藤　美恵子 w.o 小俣　寛子 )( 石井TA  w.o

細谷　悦子 川嶋 ちはる )( レイク        

江原　由美子 62 山田 明美 63

谷口 綾子 山崎 祥子

美代川 真弓 62 青木　正美 61

山崎　静江 水越　由美子

根岸　浩代 w.o 有川　一子 64

沼田　弘美 有賀　嘉代子

荒川　妙子 64 皆川　浩子 63

原田　晶子 若杉　克代

町田 栄子 75 岡田上　妙子 64

内田　貴子 日吉 れい子

江面　しげる 63 細矢　美知 w.o

三村　洋子 楠田　祐子

屋野 弘子 )( 名細       磯村　晴美
山脇 澄江 )( あさき     64 森屋　卓子 60

高橋　絢子 60 小原　早苗 62

小林　茉央 冨田　美由紀

須崎 喜久江 62 星野　有希 64

柴田 孝子 土田　結依
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