
 



1 北海道 2 青森県 3 秋田県 4 岩手県 5 山形県 6 宮城県

☆ 三上 桂子 ☆ 萩庭 ヒナ子 鈴木 美喜江 工藤 美枝子 ☆ 滝口 政子

山口 美紀 中山 美枝子 ☆ 田村 京子 齋藤 真理 髙橋 博子

渡辺 愛海 珍田 貞子 島川 由貴 難波 佳 富山 さやか

髙橋 文 三森 裕子 横田 純子 ☆ 矢萩 晴子 豊田 由実子

7 福島県 8 茨城県 9 栃木県 10 群馬県 11 埼玉県 12 東京都

先崎 和子 吉川 規子 ☆ 君島 文江 ☆ 酒谷 由美子 ☆ 境野 勝代 石川 智子

水戸 美知代 黒田 穂波 橋本 美樹 栗山 道代 石崎 さとみ 増田 有香

☆ 有我　 直子 吉田 慶子 三笠 陽子 児島 実由記 三村 めぐみ ☆ 辰野 和美

五十嵐 美穂 ☆ 田葉 聡子 稲川 紀子 藤生 優子 栗原 美奈子 宮下 華子

13 千葉県 14 神奈川県 15 山梨県 16 長野県 17 新潟県 18 富山県

☆ 畠中 蘭子 ☆ 高橋 誠子 中西 はつき ☆ 池田 恵美子 会田 玲子 京田 裕子

若林 幸代 藤原 亜佐子 柴崎 洋子 西澤 ゆか 田中 妙子 ☆ 磯崎 祐子

植草 菜穂子 永峰 冴華 野呂瀬 昭子 山田 史恵 ☆ 中村 亜紀 正木敦子

澤田 左枝子 片野 美穂香 ☆ 望月 美紀子 義家 しのぶ 渡部 恵里加 窪田真寿美

19 石川県 20 福井県 21 静岡県 22 愛知県 23 岐阜県 24 三重県

☆ 有川 洋子 ☆ 木村 美恵子 ☆ 坂 　由起子 ☆ 名和 恭子 松浦 久子

越田 まさみ 重松 千代香 及川 綾子 木野 孝子 笠井 延江

中野 友希 長島 可代子 越前 明美 倉知 尚代 ☆ 浦川 知津

柿本 理佐 則武 裕子 前田 冬季子 永田 寿子 中川 由香

25 滋賀県 26 京都府 27 奈良県 28 和歌山県 29 大阪府 30 兵庫県

永松 貴子 ☆ 佐野 千夏 多田 久実子 熊野 範子 吉野 恵 田中 玲子

☆ 藤原 泰子 堤 千秋 坂田 麻樹 坂本 有佳理 山下 史江 ☆ 西澤 みゆき

佐藤 瑞萌 新見 昌子 関 　幸 ☆ 山隈 弘美 増田 綾子 佐藤 有美

寺田 理沙子 村田 美香 ☆ 武岡 幸子 大亦 清美 ☆ 亀岡 美和 児島 希和

31 岡山県 32 広島県 33 鳥取県 34 島根県 35 山口県 36 香川県

小野 惠子 宮口 理恵子 ☆ 杉本 和子 天野　邦子

香山 治美 野崎 和子 村田 早苗 安田　由紀子

那須 好 ☆ 原 　実智子 石田 久美子 山崎 幸子

☆ 中山 弥生 大谷 久美子 徳沢 ゆかり ☆ 大野 友花子

37 愛媛県 38 徳島県 39 高知県 40 福岡県 41 佐賀県 42 長崎県

☆ 相原 美香 ☆ 松浦 浩子 福田 実千江 金原 恵子 上熊須 久美子

明賀 智子 安岡 浩子 菰田 久美 ☆ 佐藤 裕子 坂本 真由美

井上 佐知子 池内 直美 福島 菜摘 乗田 沙紀 松林 麻耶

松下 由香 山中 美保 ☆ 橋詰 侑果 甲斐 倫子 ☆ 志賀 郁子

43 大分県 44 熊本県 45 宮崎県 46 鹿児島県 47 沖縄県 県名

☆ 神田 節子 山元 友子 55歳以上の部

岡本 めぐみ 森　 賛喜 々

佐藤 ひろえ ☆ 高石 志保 一般の部

大下 麻美 四元 睦美 々
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