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田中 香世子 高草 英博第１月朝シニア 

小泉 典子 安永 真

高山 百合子 石原 妙子 山口 寿子 石川 智香子

島田 敏代 高田 和子第１月朝マイナー 百瀬 淳子 中西 和代

大塚 昌子 山口 寿子第１月昼メジャーⅠ 若狭 信子 斉藤 千鶴乃 関口 理恵

大竹 道子 寺沢 洋子第３月朝シニア Ａ 竹内 節子 坂上 信子

和田 厚子 小泉 典子第３月朝シニア Ｂ 下釜 繁子 飯田 昌之

後藤 悦子 藤岡 正子第３月朝マイナー 渡辺 敦子 矢野 知子 横川 芳子 河野 多恵子

立木 三枝子 矢浪 美穂第４月朝シニア 小澤 豊彦 近藤 郁子 市原 千恵子 後久 恵子

沖谷 邦 川島 和子第１火朝メジャーⅠ 小澤 豊彦 高取 武夫

樋口 周嘉 久保 明子第１火朝ジュニアⅠ 

冨崎 之夫

原田 恵子 塩苅 隆 上矢 圭子 吉村 優子

小早川 富喜 斉藤 千鶴乃第２火朝メジャーⅠ 

松川 冨美代 及川 一枝第３火朝シニア 川合 絢子 東仲 亮子 近藤 淳子 滝田 栄子

久保 明子 樋口 周嘉第４火朝ジュニアⅠ 丸谷 暁子 梅沢 智恵子 木戸 美香子 中島 邦子

吉川 節子 古本 美智子第２水朝メジャーⅡ 福島 和子 鈴木 真理 岡田 愛子 大和田 妙子

権田 カネ子 宇野 清枝第２水朝シニア 寺本 純子 元佐 京子 染谷 美紗子 刀根 優子

Lee Kay 高島 米子第３水朝シニア 

松原 恵美 西村 斐佐代

興津 香菜子 大島 美榮子

小野木 美弥 安永 真

熊谷 明子 善野 敦子

松崎 美代子 鈴木 公江第３水昼ジュニアⅠ 河上 五百子 山近 美和子

松岡 ゆかり 佐々木 愛子第４水朝メジャーⅡ 吉川 節子 山田 敬子 原 裕子 加藤 陽子

水野 悠子 山本 美那子第４水朝シニア 

中澤 悦子 山田 夏子

田本 弘子 田部井 順子

井上 絢子

高浪 希世美 石原 厚子

北浦 靖子 植田 禎子第１木朝ジュニアⅡ 

堀江 眞知子

米村 悦子 田口 さつき 桃原 美奈 山川 良一

三浦 裕明 浅越 ことみ第１木夜オープン 山後 秀幸 川手 若菜 赤山 由紀子

樋口 周嘉 青池 雅子第２木朝マイナー 永田 和子

杉田 協子 山後 秀幸第３木夜オープン 笹平 久美子 細田 博之

吉川 節子 法亢 ひろみ第４木朝シニア 三枝 陽子 村上 祐子

山後 秀幸 斉藤 千鶴乃第１金朝オープン 木村 史子 吉岡 瑞子

中村 和子 斉藤 千鶴乃第２金朝オープン 堀川 みどり 原田 裕己

吉川 節子 井ノ口 明子第２金朝メジャーⅡ 

高取 武夫 板垣 大子

大島 文子 鍋島 あい子

大島 美代子

木本 節 森本 皓代

中村 壽子 小林 のり子第３金朝メジャーⅠ 

野川 千佳子

大木 清子 吉川 節子 中村 和子 佐金 加代子

安間 摩喜子 吉川 節子第４金朝メジャーⅡ 

吉沢 典子 荻本 佐和子

春見 和子 大森 えつこ

奥田 曠晶 小泉 典子

鈴木 幸子 木本 節

横井 大樹 斉藤 千鶴乃第４金昼オープン 三浦 裕明 浅越 ことみ


