
監督

まちこ ほそかわ はるみ

東　 五十鈴 吉原 直子 二宮
あずま いすず よしはら なおこ にのみや

晴美
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順　位
ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

1位

さかぐち かおり せんざき ゆか なかやま

森川 美和子 中村 美枝

あきこ

もりかわ みわこ なかむら みえ

とうじょう れいな

阪口 かおり 千﨑 由香 中山 聡子 東條 礼奈
おかばやし あゆみ いのうえ さとみ

岡林 亜由美 井上 聖現

2位

ながい まりこ みぞうち のぞみ はやま

竹村 寿美 佐藤 友愛

えみこ かわぶち あゆみ

永井 眞理子 溝内 望美 早馬 恵美子 川淵 亜由美
たけむら としみ さとう ともみ まえだ きよ おおたに ゆき

前田 淑 大谷 由紀

3位

いいもり ななこ にしおう みのり かたおか

桧垣 祐子 八木 亜紀子

ちえこ ふじわら

ひがき ゆうこ やぎ あきこ

はつみ

飯森 奈々子 西應 みのり 片岡 智恵子 藤原 初美
もりもと まさよ みよし けいこ

森本 昌代 三好 圭子

4位

さくら みゆき おがわ くみ ふくどめ

石丸 恵子 藤澤 初子

なおこ ばんどう くみこ

佐倉 美由紀 小川 久美 福留 尚子 坂東 久美子
いしまる けいこ ふじさわ はつこ みょうじん まゆみ こいずみ ようこ

明神 真由美 小泉 洋子

5位

いのうえ さちこ なかむら ちさと やまぐち さゆり かさはら しょうこ

井上 佐知子 中村 千里 山口 早百合 笠原 昭子
いとう ゆかり すがた いつめ はまかわ たえこ たけおか かずよ

伊藤 ゆかり 菅田 いつめ 濱川 妙子 武岡 一代

6位

まつした ゆか くぼ かよ さかえだ

大滝 恵理子 原田　 千晶

みちこ もり ひろこ

松下 由香 久保 佳代 栄田 美智子 森 裕子
おおたき えりこ はらだ ちあき たなか ちか いぬぶし まさこ

田中 千香 犬伏 雅子

7位

さかもと ひろえ たむら じゅんこ ささおか ちえみ あき はるみ

坂本 広枝 田村 純子 笹岡 知絵美 安喜 温美
さかもと あい はら さゆり ほりかわ りえ よしだ きぬえ

坂本 愛 原 小百合 堀川 理恵 吉田 衣江

8位

はしもと ゆみこ たかしま けいこ いよた まさこ なかい かつえ

橋本 由美子 高嶋 桂子 伊与田 雅子 中飯 カツ恵
おおつか えみこ ふじい ともみ まつもと まなみ ますだ みちよ

大塚 恵美子 藤井 智美 松本 眞奈美 増田 道代

55歳

しみず えいこ くりた りえこ おがさわら

越智 博子 下野 真美

みき さの かおる

清水 永子 栗田 利永子 小笠原 美紀 佐野 薫
おち ひろこ しもの まみ やまかわ みか たぶち みちよ

山川 美香 田渕 美智代

60歳

しげまつ たけこ わたなべ ゆうこ みねくぼ きぬよ うめばやし かずみ

重松 竹子 渡辺 裕子 峯久保 絹代 梅林 和美
さかもと よしこ ひがしはら ともこ おかむら なみ かごた みちこ

坂本 好子 東原 朋子 岡村 奈美 篭田 美智子

65歳

もりもと ゆき いかわ みかこ よこやま まちこ ひらおか るいこ

森本 由紀 井川 三雅子 横山 町子 平岡 類子
つばきした ひろこ ふじわら まさよ いのうえ ひろこ

椿下 博子 藤原 雅代 井上 浩子

幸子 鶴井 智代 中山

たにがわ うめこ

谷川 ウメ子

眞知子 細川
きょうこ かめたにふくだ さちこ つるい ちよ なかやま もとこ

福田 京子 亀谷 元子

県　名 愛媛県 香川県 高知県 徳島県


