
     年度下半期 女子      出場優先順位決定戦
  終了中間成績     年 月 日 火 

会場 稲沢       

順位
     

氏 名 期 所  属
  

                                      
      

    秋光  楓          越谷                                                 

    坂倉                                                           

    岡田 郁子   経堂                                                   

    川﨑 由意                                                           

    丹羽由香梨                                                         

    鈴木 理沙   相模原                                                       

    関根 直子   第一     株                                                 

    岸田 有加                                                            

    藤田 麻衣   伊勢原                                                           

     安藤  瞳   東名                                                   

     小林         高島平                                                   

     堀内  綾   西京運輸 株      十三                                                 

     尾上 萌楓                                                      

     飯田 菜                                                            

     金城 愛乃                                                             

     小泉奈津美    株                                                        

     森田 和紀   新小岩                                                      

     小池 沙紀          高松                                                 

     髙橋 美穂   町田                                                                    

     浅見恵美子                                                               

     堀井 千恵                                                      

     西澤 琴子                                                         

     吉野  操   関                                                         

     河上 未希                                                            

     小松  渚                                                               

     座間 美子                                                             

     永田  桂   星 丘                                                   

     臼井 晶香              大垣店                                                 

     前土佐 澪   牧野松園                                                   

        曲渕   江 島                                                           

     林  尚子    工房                                                 

     岡田 友貴                                                      

     久住 真弓                                                      

     川崎八千代                                                             

     松井八知栄          情報                                                 

     白石 順子    株                                                          

     倉田  萌   岩見沢                                                            

     進  博美    株                                                           

     池畑 千穂                                                         

     大月 由香          越谷                                                     

     加古三千世    株                                                        

     遠藤 未菜                                                      

     村田 和子            西宮                                                 

     加門 満代   愛知川                                                   

     本橋 優美                                                         

     佐藤 美香             小田原店                                                 

     坂本詩緖里                                                         

     櫻井 麻美   湘南      株  湘南                                                   

             相模原                                                       

     澤田 玉美    株                                                                 

     舟本  舞                                                             

     廣﨑 彩子   鹿島                                                   

     川口富美恵                                                         

     小川 美紀                                                      

     田代 小夏                                                                   

     中谷 優子                  社                                                 

     敷水恵美子   西東京                                                   

     若田 彩実   福山         宝和                                                                

     村田 律子                                                      



     年度下半期 女子      出場優先順位決定戦
  終了中間成績     年 月 日 火 
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順位
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     難波理恵子                                                      

     太田 美紀                                                                    

     北田真紀子                                                      

     竹原 三貴                                                      

     大仲 純怜                                                         

     廣澤 一美         昭島                                                 

     古田 翔子                                                      

     中野 洋子   知立                                                       

     坂倉  凜                                                         

     亀井 智美   相模                                                                     

     鬼塚 有紀    株                                                        

     須田久美子    株                                                        

     森      多治見                                                           

     前屋 瑠美   神戸六甲                                                   

     我谷                                                        

     玉城 妙子                                                          

     松下 聖子   毎日   芳川                                                 

     堀田 明子    株                                                          

     笹本     浜松                                                       

     桑原 澄江         草加店                                                 

     鶴岡  子  四 木                                                       

     生方千登勢          西船                                                   

     河合 珠美        三島店                                                 

     船山                                                               

     長縄多禧子                                                                  

     村山 文佳                                                         

     仲谷 和世                                                      

     小沼  姫   川崎                                                       

     松岡美穂子                                                             

     渡辺                                                                  

     櫻井眞利子                                                         

     中嶋 美和                                                      

     石川 道子                                                      

     香田 幸子   神戸六甲                                                   

     菊地  葵                                                               

     秋山 希望                                                      

     田中 亜実                                                          

     大坪菜摘美   栗東                                                       

     鬼頭 徐美       名古屋                                                 

     岩見 彩乃    株                                                          

      本間 成美                                                           

      佐藤由実子                                                                      

      金                                                         

      翁 美津子                                                                      

      是本 裕子                                                          

      南条 恵美         津山                                                 

      松本 妃永   平石整形外科                                                 

      佐藤 多美   米沢                                                                

      関根 千帆                                                      

      酒井 美佳            太田                                                 

      渡邊 瑠花                                                      

      井谷 公子    株                                                          

      町井 綾子                                                                

      斉藤 悦子                                                      

      矢野 朋代   東京                                                      

      加瀬 一美                                                                         

      豊田結花里                                                           

      岡本 明菜                                                            

                 東京                                                      
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      鈴木 晶子    株                                                                      

      山下 貴子                                                                      

      原口 奈織   東京                                                           

      松尾 紗妃    株           新田辺                                                 

      上田 孝子   岩屋                 株                                                 

      箭内 則子   喜多方                                                      

      黒田 知子                                                                    

      市原 由紀   本八幡                                                     

      小久保実希    株                                                      

      殿井                                                          

      西村 光代                                                           

      大久保咲桜        王国    八景店                                                 

      人見 幸子   王冠                                                   

      大月惠利子    株                                                                      

      澤田 春花              半田店                                                 

      植竹 幸子    株                                                             

      望月 理江                  社                                                 

      川村友美子       江南店                                                 

      斎藤美由紀   川口                                                            

      荻窪 美咲   南平                                                       

      清水 千恵                                                         

      香川  楓                                                      

      福井 清美                                                      

      田中 初美    有                                                            

      髙  和美                                                      

      村上  好                                                          

      福原 明美                                                           

      齋藤有紀子                                                      

      長野 志穂    株                                                        

      渡辺 由美                                                         

      小須田礼子       高島平                                                   

      井上 恵子   鶴岡                                                      

      福島 一美   神奈中平塚                                                   

      天野永美子                                                      

      前田美津代                                                      

      森本 由希                                                      

      村山 恵梨   岩屋                                                       

      加藤 敦子                                                         

      筒井 美紀    株                                                        

      小野利美子   神戸                                                      

                                                                         

      鈴木  馨    株                                                                     

      亀井 勝江   広島                                                          

 特別賞    上位 名  位  位   五目炊 込        贈呈  提供  有     保険 宮越 


