
児島 壽子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   須田 真由美
古市 祐美 )( 遊乗会     水谷 幸

尾澤 昌美 62 山口 孝子
梅本 由美子 60 川嶋 ちはる

屋野 弘子 )( 名細        
61 60 手塚 礼子

山脇 澄江 )( あさき       細谷 典子

林 恵美 有水 恵美
八木田 由紀 柴崎 留美子

山川 フナミ 62 62 早津 美知世
原田 晶子 63 諸田 浩子

高野 春美 64 鈴木 和子
池田 加代子 大場 直美

栗原 美佐子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  
62 橋場 泰子

細谷 千鶴子 )( HKｸﾗﾌﾞ    61 野原 智子

柴田 孝子 62 61 雪田 由美
須崎 喜久江 62 前川 園枝

塩野 幸恵子 )( ﾃﾆｽﾅｯﾂ   
62 金子 潤子

佐々木 ゆり )( 遊乗会     高橋 和賀子

61 64

千葉 まゆみ )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ    高木 浩子
足立 千明 )( 個人        中村 優子

小俣 寛子 W.O 宇津木 ひろみ )( 名細        

與良 由紀子 61 鈴木 長恵 )( あさき       

浅野 文子 )( 遊乗会     
60 61 中田 裕子

畠山 千景 )( あさき       広田 幸子

中里 恵子 60 松本 和美 )( 遊乗会     

早川 久美子 小林 弘美 )( あさき       

松本 美智子 62 61 林 涼子
森永 京子 61 鈴木 淑江

山崎 裕見子
60

森谷 美由㐂
山内 圭子 福田 晴江

江面　しげる 61 粕谷 洋子
小峰 礼子 60 村上 廣子

権田 香織 61 62 磯村 晴美
山口 珠映 60 忽滑谷 千秋

窪谷 佳子 近藤 美穂 )( ラピス       

冨松 寿恵 吉川 政子 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

＜シ－ド順位＞ 1.児島・古市　2.近藤・吉川　3.千葉・足立　4.金子・高橋

5.須田・古谷  6.塩野・佐々木　7.高木・中村　8.窪谷・冨松

3〜4、5〜8 は抽選

17 )( あさき       35

76
(5)

)( 遊乗会     

18 )( 遊乗会     36

)( ﾗﾌﾞｵｰﾙ    

15 )( あさき       33 )( あさき       

16 )( HKｸﾗﾌﾞ    34 )( 名細        

13 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  31

14 )( あさき       32

76
(4)

)( HKｸﾗﾌﾞ    

9 27 )( ﾘﾄﾙﾌﾟﾘﾝｽ  

10 28 )( 遊乗会     

11 )( ラピス       29

12 30

62
64

7 25 )( ラピス       

8 )( ラピス       26 )( 遊乗会     

5 )( 霞ヶ関      23 )( あさき       

6 )( あさき       24 )( 名細        

3 21 )( あさき       

4 )( あさき       22 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ    

76
(3)

76
(0)

女子ダブルス (45歳以上)

1 19 )( 遊乗会     

2 )( ラピス       20 )( ラピス       
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