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ROUND 2ROUND 2ROUND 2ROUND 2

POSPOSPOSPOS PlayerPlayerPlayerPlayer TeamTeamTeamTeam ScoreScoreScoreScore TodayTodayTodayToday HoleHoleHoleHole
RoundsRoundsRoundsRounds

TotalTotalTotalTotal
R1R1R1R1 R2R2R2R2

1111 篠塚　美幸篠塚　美幸篠塚　美幸篠塚　美幸 千葉 千葉 千葉 千葉 +12 +12 +12 +12 +10 +10 +10 +10 F F F F 74747474 82828282 156156156156

2222 松本　きよみ松本　きよみ松本　きよみ松本　きよみ 山口 山口 山口 山口 +14 +14 +14 +14 +5 +5 +5 +5 F F F F 81818181 77777777 158158158158

3333 加藤　仁美加藤　仁美加藤　仁美加藤　仁美 埼玉 埼玉 埼玉 埼玉 +15 +15 +15 +15 +8 +8 +8 +8 F F F F 79797979 80808080 159159159159

4444 林　恵子林　恵子林　恵子林　恵子 千葉 千葉 千葉 千葉 +17 +17 +17 +17 +8 +8 +8 +8 F F F F 81818181 80808080 161161161161

田中　恵美田中　恵美田中　恵美田中　恵美 京都 京都 京都 京都 +17 +17 +17 +17 +1 +1 +1 +1 F F F F 88888888 73737373 161161161161

6666 佐々木　祥子佐々木　祥子佐々木　祥子佐々木　祥子 静岡 静岡 静岡 静岡 +19 +19 +19 +19 +9 +9 +9 +9 F F F F 82828282 81818181 163163163163

松尾　賢子松尾　賢子松尾　賢子松尾　賢子 宮崎 宮崎 宮崎 宮崎 +19 +19 +19 +19 +10 +10 +10 +10 F F F F 81818181 82828282 163163163163

8888 塩川　孝子塩川　孝子塩川　孝子塩川　孝子 鹿児島 鹿児島 鹿児島 鹿児島 +20 +20 +20 +20 +12 +12 +12 +12 F F F F 80808080 84848484 164164164164

阪本　知子阪本　知子阪本　知子阪本　知子 静岡 静岡 静岡 静岡 +20 +20 +20 +20 +9 +9 +9 +9 F F F F 83838383 81818181 164164164164

10101010 畝本　小百合畝本　小百合畝本　小百合畝本　小百合 岡山 岡山 岡山 岡山 +21 +21 +21 +21 +10 +10 +10 +10 F F F F 83838383 82828282 165165165165

森本　ゆかり森本　ゆかり森本　ゆかり森本　ゆかり 和歌山 和歌山 和歌山 和歌山 +21 +21 +21 +21 +10 +10 +10 +10 F F F F 83838383 82828282 165165165165

12121212 花井　正子花井　正子花井　正子花井　正子 愛知 愛知 愛知 愛知 +22 +22 +22 +22 +7 +7 +7 +7 F F F F 87878787 79797979 166166166166

田谷　千秋田谷　千秋田谷　千秋田谷　千秋 神奈川 神奈川 神奈川 神奈川 +22 +22 +22 +22 +11 +11 +11 +11 F F F F 83838383 83838383 166166166166

舘　京子舘　京子舘　京子舘　京子 青森 青森 青森 青森 +22 +22 +22 +22 +11 +11 +11 +11 F F F F 83838383 83838383 166166166166

松枝　香松枝　香松枝　香松枝　香 山口 山口 山口 山口 +22 +22 +22 +22 +10 +10 +10 +10 F F F F 84848484 82828282 166166166166

高瀬　君代高瀬　君代高瀬　君代高瀬　君代 北海道 北海道 北海道 北海道 +22 +22 +22 +22 +13 +13 +13 +13 F F F F 81818181 85858585 166166166166

木山　真由美木山　真由美木山　真由美木山　真由美 宮城 宮城 宮城 宮城 +22 +22 +22 +22 +8 +8 +8 +8 F F F F 86868686 80808080 166166166166

18181818 山口　美帆山口　美帆山口　美帆山口　美帆 長崎 長崎 長崎 長崎 +23 +23 +23 +23 +11 +11 +11 +11 F F F F 84848484 83838383 167167167167

二宮　薫二宮　薫二宮　薫二宮　薫 愛媛 愛媛 愛媛 愛媛 +23 +23 +23 +23 +11 +11 +11 +11 F F F F 84848484 83838383 167167167167

北　泰善北　泰善北　泰善北　泰善 和歌山 和歌山 和歌山 和歌山 +23 +23 +23 +23 +11 +11 +11 +11 F F F F 84848484 83838383 167167167167

横山　亜弥子横山　亜弥子横山　亜弥子横山　亜弥子 埼玉 埼玉 埼玉 埼玉 +23 +23 +23 +23 +8 +8 +8 +8 F F F F 87878787 80808080 167167167167

大村　洋子大村　洋子大村　洋子大村　洋子 愛知 愛知 愛知 愛知 +23 +23 +23 +23 +10 +10 +10 +10 F F F F 85858585 82828282 167167167167

23232323 塚本　悦子塚本　悦子塚本　悦子塚本　悦子 富山 富山 富山 富山 +24 +24 +24 +24 +11 +11 +11 +11 F F F F 85858585 83838383 168168168168

山口　桃子山口　桃子山口　桃子山口　桃子 大阪 大阪 大阪 大阪 +24 +24 +24 +24 +11 +11 +11 +11 F F F F 85858585 83838383 168168168168

仲丸　きよ枝仲丸　きよ枝仲丸　きよ枝仲丸　きよ枝 新潟 新潟 新潟 新潟 +24 +24 +24 +24 +3 +3 +3 +3 F F F F 93939393 75757575 168168168168

26262626 本田　房江本田　房江本田　房江本田　房江 滋賀 滋賀 滋賀 滋賀 +25 +25 +25 +25 +13 +13 +13 +13 F F F F 84848484 85858585 169169169169

高松　洋子高松　洋子高松　洋子高松　洋子 北海道 北海道 北海道 北海道 +25 +25 +25 +25 +15 +15 +15 +15 F F F F 82828282 87878787 169169169169

河野　悦代河野　悦代河野　悦代河野　悦代 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 +25 +25 +25 +25 +12 +12 +12 +12 F F F F 85858585 84848484 169169169169

山口　久美山口　久美山口　久美山口　久美 千葉 千葉 千葉 千葉 +25 +25 +25 +25 +13 +13 +13 +13 F F F F 84848484 85858585 169169169169

30303030 上村　ひろみ上村　ひろみ上村　ひろみ上村　ひろみ 茨城 茨城 茨城 茨城 +26 +26 +26 +26 +14 +14 +14 +14 F F F F 84848484 86868686 170170170170

笠本　司子笠本　司子笠本　司子笠本　司子 山口 山口 山口 山口 +26 +26 +26 +26 +15 +15 +15 +15 F F F F 83838383 87878787 170170170170

32323232 広野　泰子広野　泰子広野　泰子広野　泰子 広島 広島 広島 広島 +27 +27 +27 +27 +14 +14 +14 +14 F F F F 85858585 86868686 171171171171

本田　千鶴本田　千鶴本田　千鶴本田　千鶴 熊本 熊本 熊本 熊本 +27 +27 +27 +27 +17 +17 +17 +17 F F F F 82828282 89898989 171171171171

松田　清美松田　清美松田　清美松田　清美 宮城 宮城 宮城 宮城 +27 +27 +27 +27 +10 +10 +10 +10 F F F F 89898989 82828282 171171171171

西田　貴子西田　貴子西田　貴子西田　貴子 京都 京都 京都 京都 +27 +27 +27 +27 +15 +15 +15 +15 F F F F 84848484 87878787 171171171171

鶴飼　裕子鶴飼　裕子鶴飼　裕子鶴飼　裕子 青森 青森 青森 青森 +27 +27 +27 +27 +14 +14 +14 +14 F F F F 85858585 86868686 171171171171

37373737 平塚　光子平塚　光子平塚　光子平塚　光子 宮城 宮城 宮城 宮城 +28 +28 +28 +28 +13 +13 +13 +13 F F F F 87878787 85858585 172172172172

田村　幸子田村　幸子田村　幸子田村　幸子 新潟 新潟 新潟 新潟 +28 +28 +28 +28 +13 +13 +13 +13 F F F F 87878787 85858585 172172172172

原田　佐世子原田　佐世子原田　佐世子原田　佐世子 山形 山形 山形 山形 +28 +28 +28 +28 +13 +13 +13 +13 F F F F 87878787 85858585 172172172172

40404040 丸山　みち子丸山　みち子丸山　みち子丸山　みち子 長野 長野 長野 長野 +29 +29 +29 +29 +10 +10 +10 +10 F F F F 91919191 82828282 173173173173

藤井　里香藤井　里香藤井　里香藤井　里香 高知 高知 高知 高知 +29 +29 +29 +29 +18 +18 +18 +18 F F F F 83838383 90909090 173173173173

菊池　るみ子菊池　るみ子菊池　るみ子菊池　るみ子 岩手 岩手 岩手 岩手 +29 +29 +29 +29 +11 +11 +11 +11 F F F F 90909090 83838383 173173173173

平　加奈子平　加奈子平　加奈子平　加奈子 富山 富山 富山 富山 +29 +29 +29 +29 +9 +9 +9 +9 F F F F 92929292 81818181 173173173173

44444444 鮓井　喜代美鮓井　喜代美鮓井　喜代美鮓井　喜代美 石川 石川 石川 石川 +30 +30 +30 +30 +12 +12 +12 +12 F F F F 90909090 84848484 174174174174

大内　たき子大内　たき子大内　たき子大内　たき子 山形 山形 山形 山形 +30 +30 +30 +30 +16 +16 +16 +16 F F F F 86868686 88888888 174174174174
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黒田　加寿子黒田　加寿子黒田　加寿子黒田　加寿子 福島 福島 福島 福島 +30 +30 +30 +30 +15 +15 +15 +15 F F F F 87878787 87878787 174174174174

小林　美智代小林　美智代小林　美智代小林　美智代 鳥取 鳥取 鳥取 鳥取 +30 +30 +30 +30 +13 +13 +13 +13 F F F F 89898989 85858585 174174174174

岡村　泰子岡村　泰子岡村　泰子岡村　泰子 岐阜 岐阜 岐阜 岐阜 +30 +30 +30 +30 +12 +12 +12 +12 F F F F 90909090 84848484 174174174174

松岡　まり松岡　まり松岡　まり松岡　まり 愛媛 愛媛 愛媛 愛媛 +30 +30 +30 +30 +13 +13 +13 +13 F F F F 89898989 85858585 174174174174

西村　雪代西村　雪代西村　雪代西村　雪代 三重 三重 三重 三重 +30 +30 +30 +30 +14 +14 +14 +14 F F F F 88888888 86868686 174174174174

小川　玲子小川　玲子小川　玲子小川　玲子 青森 青森 青森 青森 +30 +30 +30 +30 +12 +12 +12 +12 F F F F 90909090 84848484 174174174174

伊藤　美砂子伊藤　美砂子伊藤　美砂子伊藤　美砂子 新潟 新潟 新潟 新潟 +30 +30 +30 +30 +13 +13 +13 +13 F F F F 89898989 85858585 174174174174

平田　雪恵平田　雪恵平田　雪恵平田　雪恵 福岡 福岡 福岡 福岡 +30 +30 +30 +30 +16 +16 +16 +16 F F F F 86868686 88888888 174174174174

54545454 鷹嶋　兼子鷹嶋　兼子鷹嶋　兼子鷹嶋　兼子 秋田 秋田 秋田 秋田 +31 +31 +31 +31 +16 +16 +16 +16 F F F F 87878787 88888888 175175175175

室井　美喜恵室井　美喜恵室井　美喜恵室井　美喜恵 栃木 栃木 栃木 栃木 +31 +31 +31 +31 +12 +12 +12 +12 F F F F 91919191 84848484 175175175175

56565656 小坂　順子小坂　順子小坂　順子小坂　順子 東京 東京 東京 東京 +32 +32 +32 +32 +21 +21 +21 +21 F F F F 83838383 93939393 176176176176

富田　佳子富田　佳子富田　佳子富田　佳子 香川 香川 香川 香川 +32 +32 +32 +32 +15 +15 +15 +15 F F F F 89898989 87878787 176176176176

本田　月枝本田　月枝本田　月枝本田　月枝 熊本 熊本 熊本 熊本 +32 +32 +32 +32 +14 +14 +14 +14 F F F F 90909090 86868686 176176176176

59595959 北井　節子北井　節子北井　節子北井　節子 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 +33 +33 +33 +33 +16 +16 +16 +16 F F F F 89898989 88888888 177177177177

金田　康子金田　康子金田　康子金田　康子 茨城 茨城 茨城 茨城 +33 +33 +33 +33 +14 +14 +14 +14 F F F F 91919191 86868686 177177177177

今井　信子今井　信子今井　信子今井　信子 東京 東京 東京 東京 +33 +33 +33 +33 +12 +12 +12 +12 F F F F 93939393 84848484 177177177177

田中　政代田中　政代田中　政代田中　政代 香川 香川 香川 香川 +33 +33 +33 +33 +17 +17 +17 +17 F F F F 88888888 89898989 177177177177

栗栖　奈美栗栖　奈美栗栖　奈美栗栖　奈美 広島 広島 広島 広島 +33 +33 +33 +33 +19 +19 +19 +19 F F F F 86868686 91919191 177177177177

脇園　幸風脇園　幸風脇園　幸風脇園　幸風 福岡 福岡 福岡 福岡 +33 +33 +33 +33 +13 +13 +13 +13 F F F F 92929292 85858585 177177177177

松谷　由佳松谷　由佳松谷　由佳松谷　由佳 大阪 大阪 大阪 大阪 +33 +33 +33 +33 +11 +11 +11 +11 F F F F 94949494 83838383 177177177177

薮内　正絵薮内　正絵薮内　正絵薮内　正絵 広島 広島 広島 広島 +33 +33 +33 +33 +14 +14 +14 +14 F F F F 91919191 86868686 177177177177

67676767 宮澤　美津子宮澤　美津子宮澤　美津子宮澤　美津子 山梨 山梨 山梨 山梨 +34 +34 +34 +34 +14 +14 +14 +14 F F F F 92929292 86868686 178178178178

北野　弘子北野　弘子北野　弘子北野　弘子 大分 大分 大分 大分 +34 +34 +34 +34 +18 +18 +18 +18 F F F F 88888888 90909090 178178178178

荒田　つゆ子荒田　つゆ子荒田　つゆ子荒田　つゆ子 鹿児島 鹿児島 鹿児島 鹿児島 +34 +34 +34 +34 +12 +12 +12 +12 F F F F 94949494 84848484 178178178178

田辺　由美子田辺　由美子田辺　由美子田辺　由美子 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 +34 +34 +34 +34 +20 +20 +20 +20 F F F F 86868686 92929292 178178178178

兼田　由美子兼田　由美子兼田　由美子兼田　由美子 滋賀 滋賀 滋賀 滋賀 +34 +34 +34 +34 +12 +12 +12 +12 F F F F 94949494 84848484 178178178178

松田　しょう子松田　しょう子松田　しょう子松田　しょう子 鹿児島 鹿児島 鹿児島 鹿児島 +34 +34 +34 +34 +19 +19 +19 +19 F F F F 87878787 91919191 178178178178

宇梶　敦子宇梶　敦子宇梶　敦子宇梶　敦子 栃木 栃木 栃木 栃木 +34 +34 +34 +34 +20 +20 +20 +20 F F F F 86868686 92929292 178178178178

高木　美知子高木　美知子高木　美知子高木　美知子 福島 福島 福島 福島 +34 +34 +34 +34 +13 +13 +13 +13 F F F F 93939393 85858585 178178178178

岩切　マリ子岩切　マリ子岩切　マリ子岩切　マリ子 宮崎 宮崎 宮崎 宮崎 +34 +34 +34 +34 +12 +12 +12 +12 F F F F 94949494 84848484 178178178178

76767676 小澤　千恵子小澤　千恵子小澤　千恵子小澤　千恵子 群馬 群馬 群馬 群馬 +35 +35 +35 +35 +12 +12 +12 +12 F F F F 95959595 84848484 179179179179

坂井　良恵坂井　良恵坂井　良恵坂井　良恵 大阪 大阪 大阪 大阪 +35 +35 +35 +35 +16 +16 +16 +16 F F F F 91919191 88888888 179179179179

小林　敬子小林　敬子小林　敬子小林　敬子 山梨 山梨 山梨 山梨 +35 +35 +35 +35 +19 +19 +19 +19 F F F F 88888888 91919191 179179179179

仲西　ひろみ仲西　ひろみ仲西　ひろみ仲西　ひろみ 岡山 岡山 岡山 岡山 +35 +35 +35 +35 +19 +19 +19 +19 F F F F 88888888 91919191 179179179179

藤河家　和美藤河家　和美藤河家　和美藤河家　和美 愛知 愛知 愛知 愛知 +35 +35 +35 +35 +16 +16 +16 +16 F F F F 91919191 88888888 179179179179

島瀬　靖子島瀬　靖子島瀬　靖子島瀬　靖子 愛媛 愛媛 愛媛 愛媛 +35 +35 +35 +35 +14 +14 +14 +14 F F F F 93939393 86868686 179179179179

伊藤　議子伊藤　議子伊藤　議子伊藤　議子 静岡 静岡 静岡 静岡 +35 +35 +35 +35 +19 +19 +19 +19 F F F F 88888888 91919191 179179179179

眞弓　京子眞弓　京子眞弓　京子眞弓　京子 熊本 熊本 熊本 熊本 +35 +35 +35 +35 +16 +16 +16 +16 F F F F 91919191 88888888 179179179179

豊﨑　幸子豊﨑　幸子豊﨑　幸子豊﨑　幸子 茨城 茨城 茨城 茨城 +35 +35 +35 +35 +19 +19 +19 +19 F F F F 88888888 91919191 179179179179

伊藤　美恵子伊藤　美恵子伊藤　美恵子伊藤　美恵子 秋田 秋田 秋田 秋田 +35 +35 +35 +35 +15 +15 +15 +15 F F F F 92929292 87878787 179179179179

86868686 篠田　富美子篠田　富美子篠田　富美子篠田　富美子 三重 三重 三重 三重 +36 +36 +36 +36 +18 +18 +18 +18 F F F F 90909090 90909090 180180180180

髙嶋　ひとみ髙嶋　ひとみ髙嶋　ひとみ髙嶋　ひとみ 福井 福井 福井 福井 +36 +36 +36 +36 +21 +21 +21 +21 F F F F 87878787 93939393 180180180180

池宮　春美池宮　春美池宮　春美池宮　春美 沖縄 沖縄 沖縄 沖縄 +36 +36 +36 +36 +24 +24 +24 +24 F F F F 84848484 96969696 180180180180

今田　美和子今田　美和子今田　美和子今田　美和子 長崎 長崎 長崎 長崎 +36 +36 +36 +36 +16 +16 +16 +16 F F F F 92929292 88888888 180180180180

鳥居　明子鳥居　明子鳥居　明子鳥居　明子 神奈川 神奈川 神奈川 神奈川 +36 +36 +36 +36 +18 +18 +18 +18 F F F F 90909090 90909090 180180180180

小出　真澄小出　真澄小出　真澄小出　真澄 長崎 長崎 長崎 長崎 +36 +36 +36 +36 +15 +15 +15 +15 F F F F 93939393 87878787 180180180180

佐竹　千春佐竹　千春佐竹　千春佐竹　千春 東京 東京 東京 東京 +36 +36 +36 +36 +17 +17 +17 +17 F F F F 91919191 89898989 180180180180

石田　享子石田　享子石田　享子石田　享子 山形 山形 山形 山形 +36 +36 +36 +36 +14 +14 +14 +14 F F F F 94949494 86868686 180180180180

94949494 山口　知子山口　知子山口　知子山口　知子 岐阜 岐阜 岐阜 岐阜 +37 +37 +37 +37 +20 +20 +20 +20 F F F F 89898989 92929292 181181181181

佐脇　清子佐脇　清子佐脇　清子佐脇　清子 福岡 福岡 福岡 福岡 +37 +37 +37 +37 +18 +18 +18 +18 F F F F 91919191 90909090 181181181181

奥村　美千代奥村　美千代奥村　美千代奥村　美千代 大分 大分 大分 大分 +37 +37 +37 +37 +13 +13 +13 +13 F F F F 96969696 85858585 181181181181

千石　弘子千石　弘子千石　弘子千石　弘子 徳島 徳島 徳島 徳島 +37 +37 +37 +37 +17 +17 +17 +17 F F F F 92929292 89898989 181181181181
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鈴木　慶子鈴木　慶子鈴木　慶子鈴木　慶子 秋田 秋田 秋田 秋田 +37 +37 +37 +37 +17 +17 +17 +17 F F F F 92929292 89898989 181181181181

川島　美佐子川島　美佐子川島　美佐子川島　美佐子 佐賀 佐賀 佐賀 佐賀 +37 +37 +37 +37 +20 +20 +20 +20 F F F F 89898989 92929292 181181181181

100100100100 大関　広子大関　広子大関　広子大関　広子 岩手 岩手 岩手 岩手 +38 +38 +38 +38 +17 +17 +17 +17 F F F F 93939393 89898989 182182182182

勅使川原　靖子勅使川原　靖子勅使川原　靖子勅使川原　靖子 富山 富山 富山 富山 +38 +38 +38 +38 +20 +20 +20 +20 F F F F 90909090 92929292 182182182182

山下　清美山下　清美山下　清美山下　清美 三重 三重 三重 三重 +38 +38 +38 +38 +18 +18 +18 +18 F F F F 92929292 90909090 182182182182

三好　美貴三好　美貴三好　美貴三好　美貴 香川 香川 香川 香川 +38 +38 +38 +38 +16 +16 +16 +16 F F F F 94949494 88888888 182182182182

104104104104 尾花　恵美子尾花　恵美子尾花　恵美子尾花　恵美子 石川 石川 石川 石川 +39 +39 +39 +39 +19 +19 +19 +19 F F F F 92929292 91919191 183183183183

105105105105 砂田　香利砂田　香利砂田　香利砂田　香利 山梨 山梨 山梨 山梨 +40 +40 +40 +40 +22 +22 +22 +22 F F F F 90909090 94949494 184184184184

川岸　登代美川岸　登代美川岸　登代美川岸　登代美 石川 石川 石川 石川 +40 +40 +40 +40 +17 +17 +17 +17 F F F F 95959595 89898989 184184184184

107107107107 寺田　佐代子寺田　佐代子寺田　佐代子寺田　佐代子 佐賀 佐賀 佐賀 佐賀 +41 +41 +41 +41 +22 +22 +22 +22 F F F F 91919191 94949494 185185185185

森園　みさ子森園　みさ子森園　みさ子森園　みさ子 佐賀 佐賀 佐賀 佐賀 +41 +41 +41 +41 +18 +18 +18 +18 F F F F 95959595 90909090 185185185185

関根　妙子関根　妙子関根　妙子関根　妙子 福井 福井 福井 福井 +41 +41 +41 +41 +22 +22 +22 +22 F F F F 91919191 94949494 185185185185

岩井　恭子岩井　恭子岩井　恭子岩井　恭子 群馬 群馬 群馬 群馬 +41 +41 +41 +41 +20 +20 +20 +20 F F F F 93939393 92929292 185185185185

永松　広恵永松　広恵永松　広恵永松　広恵 徳島 徳島 徳島 徳島 +41 +41 +41 +41 +20 +20 +20 +20 F F F F 93939393 92929292 185185185185

112112112112 嶋田　万里子嶋田　万里子嶋田　万里子嶋田　万里子 長野 長野 長野 長野 +42 +42 +42 +42 +23 +23 +23 +23 F F F F 91919191 95959595 186186186186

田子　とみ江田子　とみ江田子　とみ江田子　とみ江 群馬 群馬 群馬 群馬 +42 +42 +42 +42 +21 +21 +21 +21 F F F F 93939393 93939393 186186186186

原　眞由美原　眞由美原　眞由美原　眞由美 福島 福島 福島 福島 +42 +42 +42 +42 +20 +20 +20 +20 F F F F 94949494 92929292 186186186186

梶田　由美子梶田　由美子梶田　由美子梶田　由美子 鳥取 鳥取 鳥取 鳥取 +42 +42 +42 +42 +15 +15 +15 +15 F F F F 99999999 87878787 186186186186

鈴木　昌美鈴木　昌美鈴木　昌美鈴木　昌美 埼玉 埼玉 埼玉 埼玉 +42 +42 +42 +42 +21 +21 +21 +21 F F F F 93939393 93939393 186186186186

117117117117 落合　節子落合　節子落合　節子落合　節子 島根 島根 島根 島根 +43 +43 +43 +43 +22 +22 +22 +22 F F F F 93939393 94949494 187187187187

中村　彰子中村　彰子中村　彰子中村　彰子 京都 京都 京都 京都 +43 +43 +43 +43 +17 +17 +17 +17 F F F F 98989898 89898989 187187187187

大橋　恵美大橋　恵美大橋　恵美大橋　恵美 鳥取 鳥取 鳥取 鳥取 +43 +43 +43 +43 +22 +22 +22 +22 F F F F 93939393 94949494 187187187187

源　伸枝源　伸枝源　伸枝源　伸枝 徳島 徳島 徳島 徳島 +43 +43 +43 +43 +17 +17 +17 +17 F F F F 98989898 89898989 187187187187

北村　真由美北村　真由美北村　真由美北村　真由美 高知 高知 高知 高知 +43 +43 +43 +43 +24 +24 +24 +24 F F F F 91919191 96969696 187187187187

川添　礼子川添　礼子川添　礼子川添　礼子 宮崎 宮崎 宮崎 宮崎 +43 +43 +43 +43 +23 +23 +23 +23 F F F F 92929292 95959595 187187187187

123123123123 鈴木　陽子鈴木　陽子鈴木　陽子鈴木　陽子 栃木 栃木 栃木 栃木 +44 +44 +44 +44 +22 +22 +22 +22 F F F F 94949494 94949494 188188188188

宮城　八重子宮城　八重子宮城　八重子宮城　八重子 沖縄 沖縄 沖縄 沖縄 +44 +44 +44 +44 +21 +21 +21 +21 F F F F 95959595 93939393 188188188188

崎原　朝美崎原　朝美崎原　朝美崎原　朝美 沖縄 沖縄 沖縄 沖縄 +44 +44 +44 +44 +18 +18 +18 +18 F F F F 98989898 90909090 188188188188

藤原　知子藤原　知子藤原　知子藤原　知子 島根 島根 島根 島根 +44 +44 +44 +44 +21 +21 +21 +21 F F F F 95959595 93939393 188188188188

127127127127 入江　佳子入江　佳子入江　佳子入江　佳子 神奈川 神奈川 神奈川 神奈川 +46 +46 +46 +46 +22 +22 +22 +22 F F F F 96969696 94949494 190190190190

岩城　幸子岩城　幸子岩城　幸子岩城　幸子 岡山 岡山 岡山 岡山 +46 +46 +46 +46 +20 +20 +20 +20 F F F F 98989898 92929292 190190190190

藤原　裕子藤原　裕子藤原　裕子藤原　裕子 高知 高知 高知 高知 +46 +46 +46 +46 +20 +20 +20 +20 F F F F 98989898 92929292 190190190190

130130130130 清水　郁子清水　郁子清水　郁子清水　郁子 福井 福井 福井 福井 +47 +47 +47 +47 +25 +25 +25 +25 F F F F 94949494 97979797 191191191191

松永　淳子松永　淳子松永　淳子松永　淳子 岐阜 岐阜 岐阜 岐阜 +47 +47 +47 +47 +24 +24 +24 +24 F F F F 95959595 96969696 191191191191

森下　礼子森下　礼子森下　礼子森下　礼子 滋賀 滋賀 滋賀 滋賀 +47 +47 +47 +47 +24 +24 +24 +24 F F F F 95959595 96969696 191191191191

133133133133 岡　幸江岡　幸江岡　幸江岡　幸江 島根 島根 島根 島根 +50 +50 +50 +50 +20 +20 +20 +20 F F F F 102102102102 92929292 194194194194

泉田　由紀子泉田　由紀子泉田　由紀子泉田　由紀子 岩手 岩手 岩手 岩手 +50 +50 +50 +50 +25 +25 +25 +25 F F F F 97979797 97979797 194194194194

135135135135 上條　滋子上條　滋子上條　滋子上條　滋子 長野 長野 長野 長野 +52 +52 +52 +52 +25 +25 +25 +25 F F F F 99999999 97979797 196196196196

野村　ツヤ子野村　ツヤ子野村　ツヤ子野村　ツヤ子 和歌山 和歌山 和歌山 和歌山 +52 +52 +52 +52 +21 +21 +21 +21 F F F F 103103103103 93939393 196196196196

棄権棄権棄権棄権 三枝　多美子三枝　多美子三枝　多美子三枝　多美子 奈良 奈良 奈良 奈良 第1ラウンド終了後、体調不良のため第1ラウンド終了後、体調不良のため第1ラウンド終了後、体調不良のため第1ラウンド終了後、体調不良のため

棄権棄権棄権棄権 有田　芳子有田　芳子有田　芳子有田　芳子 大分 大分 大分 大分 第1ラウンド終了後、体調不良のため 第1ラウンド終了後、体調不良のため 第1ラウンド終了後、体調不良のため 第1ラウンド終了後、体調不良のため 

棄権棄権棄権棄権 阪本　圭以子阪本　圭以子阪本　圭以子阪本　圭以子 奈良 奈良 奈良 奈良 第1ラウンド終了後、体調不良のため第1ラウンド終了後、体調不良のため第1ラウンド終了後、体調不良のため第1ラウンド終了後、体調不良のため
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