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No.1

支部
番号

支部名
優　勝 準優勝

香川 緑恵 猿田 絵里
1 北海道

濱野 明子 浅利 紀子

中井 真奈美 石岡 菜穂子 及川 志津子 森脇 さやか

2 青　森
其田 眞紀子 鹿島

藤田 文子 遠沢 唯 福原 志津 加藤 英里

育子 高橋 郁子 工藤 零奈

佐藤 雅子 船木 歌織
3 秋　田

佐藤 光子 塩谷 満喜子

高田 裕子 榊田 真理子 大沼 留美子 鈴木 忍

4 岩　手
名達 磯子 杉村

高橋 美佐子 横山 明美 伊藤 美千代 小石 美佐子

幸苗 藤原 咲子 中野 里圭子

武田 美智子 小野 恵巨
5 山　形

赤澤 はるみ 吉永 理絵

阿部 光栄 池田 信子 近藤 美智子 渡部 恵美子

6 宮　城
森谷 友子 畠山

赤間 裕美子 大友 香織 河田 文子 真浦 増美

知子 高橋 祥子 野崎 明子

小手森 都 山本 奈美子
7 福　島

小林 美歌子 岡崎 亜由美

山頭 美文 湯田 美菜子 佐久間 悦子 斎藤 久美子

8 茨　城
木村 恵子 張替

内田 昌子 黒江 由美子 大平 京子 宮﨑 佳代

勝美 宇野 和子 景山 梨恵

市川 敦子 中山 晴美
9 栃　木

沖田 恵子 野中 かな江

工藤 敦子 田口 紀子 福井 寿美子 奥澤 久美

10 群　馬
竹田　 尚代 梅原

村上 節子 吉田 理沙 藤吉 智子 春山 友代

久代 柳澤 眞理 加藤 理子

高橋 真千子 降旗 美恵子
11 埼　玉

唐澤 裕美 今岡 貴子

内田 英美 高岸 真紀子 馬場 美幸 小松 添子

12 東　京
山岸 容子 梁川

仙波 明子 奥野 佳代子 福田 孝子 佐藤 瑞季

紫織 小須田 玲子 黒屋 千絵

嘉山 和子 石橋 知佐子
13 千　葉

畑 静江 鈴木 悦子

永井 美和子 永淵 久美子 大谷 聖子 佐藤 光子

14 神奈川
花田 加奈子 藤原

山村 恵子 笠原 麗央菜 竹内 泉 井上 亜紀

真琳 鈴木 紀子 濱田 真由美

高橋 文子 山岡 博美
15 山　梨

古屋 由美 藤巻 美佐

足立 利恵 齋藤 央衣 大間 幹子 小沢 ゆかり

16 長　野
堀川 美子 斉藤

宮澤 松江 北條 真弓 今井 弘子 中野 恵美

由美子 横野 めぐみ 梨子下 京子

古寺 弘美 遠山 麻美
17 新　潟

増田 さちえ 大関 素子

佐藤 美佐子 岩渕 英理 渡邊 ゆみ子 斎藤 真美

18 富　山
山木 葉子 酒井

毛呂 博美 新村 由美 北 美枝 谷越 一美

園子 山崎 美由紀 荒滝 マリアン

宮本 裕美子 四辻 奈津子
19 石　川

島本 多恵子 真田 千春

平野 真紀 吉田 恵理 村田 香 山本 洋子

20 福　井
木原 裕子 赤木

白﨑 真智子 寺地 和枝 小保 千代美 岩井 紀代美

悠起子 大塩 紀美子 河端 理恵

中村 しげみ 鈴木 清美
21 静　岡

小坂 真寿美 土屋 和子

川原 牧子 土屋 珠美 増田 さな江 水口 雅子

22 愛　知
杉下 理恵 平碆

竹田 恵美子 白川 智子 野田 みづほ 和田 菜都美

里美 青山 恵子 入江 ひろみ

久納 智子 大蔵 治子
23 岐　阜

加藤 万由弓 岩崎 忍

鈴木 聡美 清水 桂子 高桑 陽子 山本 育子
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井上 美香 村山 栄里子
24 三　重

二本松 礼子 浦井 紀子

大井 恵 前川 由美子 中林 早由里 伊東 佑希子

25 滋　賀
桐畑 紀子 藤井

佐々木 恵子 清水 恵 木村 美香 田中 都

真紀子 梶木 和子 原田 律子

野村 美樹 橋田 実樹
26 京　都

井川 禎恵 山下 奈緒美

松山 知恵子 四方 阿蘭 田中 直美 浅田 花梨

27 奈　良
上部 陽子 今井

佐脇 瑞恵 広瀬 幸代 野口 良子 辻井 深雪

真理 金水 佳永子 柴田 秀美

西門 直美 大桑 恵理
28 和歌山

久保 ひづる 中圖 朱里

下山 順子 西岡 仁美 湯川 知子 西村 明日香

29 大　阪
岩口 洋子 野上

斉藤 理恵 近藤 春奈 中嶋 裕美子 橘 理恵

裕希 森田 邦子 金井 あずさ

中塚 文子 内田 美智代
30 兵　庫

神山 朋子 本田 あゆみ

櫻井 美紀 前田 恵里奈 北浦 榮子 江原 千晶

31 岡　山
赤畠 恵子 西﨑

安井 友子 原 美保 難波 さゆり 中本 暢子

真心 石橋 明美 安井 英里

伊藤 幸恵 三好 かずみ
32 広　島

山口 かずよ 岩田 麻美

安村 美千代 松浦 玲子 今田 美智子 長里 幸子

33 鳥　取
宮原 由起子 中村

谷口 恵子 原 光子 大谷 洋子 小山 祐子

朋子 杉原 三奈 山根 美行

鶴石 憲子 多々納 祐子
34 島　根

尾添 理代 田中 聡子

的野 佳子 今岡 靖子 秦 恵美子 宮城 裕子

35 山　口
水田 佳代子 藤井

田口 清子 横枕 知美 森下 信子 岩本 美代子

裕子 大石 恵里 藤村 加奈恵

柏野 勝美 宮下 早由理
36 香　川

田村 祐子 佐伯 安弥

千﨑 由香 林 和代 宮﨑 由香 西岡 以知子

37 愛　媛
永井 眞理子 押田

前田 美保 井手 ひとみ 白石 恵理子 岩本 睦子

美穂 竹内 利恵 阪口 かおり

佐野 薫 東條 礼奈
38 徳　島

三好 圭子 大谷 由紀

藤原 初美 武岡 一代 富沢 真知子 戸川 ひろの

39 高　知
上地 貴子 岡林

西村 倫子 森本 昌代 岩本 眞理 弘田 節

亜由美 岡本 直子 濱川 妙子

花園 多恵子 宇治野 博子
40 福　岡

櫻井 智恵 江本 純子

中村 明美 澁田 梓 羽子田 朋子 成末 麻衣子

41 佐　賀
許斐 智美 古川

大澤 佳余子 山田 依子 世戸 たまみ 服巻 玲子

ルリ 南 照美 宮本 直子

岡田 智子 鈴木 佐奈枝
42 長　崎

山口 由加里 川前 有佳子

中村 紀代子 田中 圭 峰 洋子 門馬 陽子

43 大　分
佐藤 文子 福田

円本 末子 安藤 由美子 内山 裕美子 今西 あかり

まり子 宮田 道子 木本 真美

平岡 里恵 那須 莉加
44 熊　本

朝倉 多恵子 緒方 摩美子

稲田 陵子 合志 和佳子 山本 久美 田渕 円

45 宮　崎
三隅 由美 小牧

井上 伊久美 那須 奈津子 相磯 裕佳 谷 ひとみ

礼 福島 まり子 三浦 美和

前田 和代 吉川 珠恵
46 鹿児島

神園 真美子 湯原 美子

松野下 祥子 沖園 望 木山 万紀子 中村 美保子

47 沖　縄
池原 純恵 長田

高橋 日向子 稲田 江里香 福里 涼子 佐藤 優菜

香代子 仲本 典子 玉寄 紀子


