
高橋　　勝美 （ルンルンＴＣ） 福山 貴美子 （郡山ＴＣ）

冨谷　　直美 （ﾓﾝｷｰﾃﾆｽ村） 濱村　　幸恵 （郡山ＴＣ）

熊田 利恵子 （くまくま） 吉田　　慶子 （moemoe）

佐久間 真麻 （あさかﾌｧﾐｰﾙ） 佐藤　　倫子 （moemoe）

鎌田　　寄仁 （Ｂ・B） 大谷　　幸子 （二本松TC）

中澤　　　 薫 （Ｂ・B） 小林 美智子 （二本松TC）

田母神みほ子 （郡山ＴＣ） 小菅 真由美 （クロスロード）

北村　　文枝 （郡山ＴＣ） 助川　　恵里 （クロスロード）

高木 加代子 （ＳＬＥＮＤＥＲ） 前山　　修子 （いわきN.T）

緑川 真由美 （ＳＬＥＮＤＥＲ） 蒲生　　要子 （さわやか）

橋本　　洋子 （Ｂ・B） 小島　　弓子 （さわやか）

室井　　郁子 （Ｂ・B） 野内 由起子 （さわやか）

菅野 三起子 （NTC） 安斎　　浩子 （セレッソ吾妻）

佐瀬　　純子 （セレッソ吾妻） 五十嵐 勝代 （みるく）

永澤　　靖子 （クキッグギ） 金子　　美香 （浪江TC）

石井　　里美 （つばさ） 坂本　　栄子 （浪江TC）

坂井 美智代 （ROSSO） 坂本 ひろみ （ﾓﾝｷｰﾃﾆｽ村）

伊藤　　公子 （ROSSO） 有我　　直子 （SLENDER）

斉須　　敦子 （さわやか） 岸田　　節子 （なでしこ）

斎藤　　智子 （さわやか） 草野　　恵子 （つばさ）

鈴木 ひとみ （Ｂ・B）

佐藤　　朱美 （Ｂ・B）

小手森　　都 （つばさ） 馬上　　久代 （オレンジ）

菅野　　悦子 （さつき） 佐野　　由香 （オレンジ）

上遠野 和恵 （オレンジ） 浅井　　百子 （GATC）

井上  みゆき （オレンジ） 斎藤　　千尋 （GATC）

新田　　真理 （SUN.TC）

山岸 久美子 （さわやか）

佐久間 悦子 （さつき） 成松　　　 泉 （SUN.TC）

高木　　典子 （セレッソ吾妻） 小松　　典子 （SUN.TC）

澤　　なつい （つばさ） 坂本 美穂子 （いわきN.T）

斎藤 久美子 （GATC） 吉岡　　美樹 （ﾓﾝｷｰﾃﾆｽ村）

風間　　光子 （ﾓﾝｷｰﾃﾆｽ村） 右松　　浩子 （あさかﾌｧﾐｰﾙ）

橋本 みつ子 （ﾓﾝｷｰﾃﾆｽ村） 石田　　博美 （あさかﾌｧﾐｰﾙ）

滝田　　誠子 （さわやか） 吉澤　　範子 （郡山TC）

遠藤　　   祥 （さわやか） 酒谷 由美子 （あさかﾌｧﾐｰﾙ）

本多　　朋子 （オレンジ） 桜本　　琴美 （さつき）

三笠　　陽子 （富士通SPN） 宮崎　　夏子 （さつき）

鈴木　　照美 （さあくる） 五十嵐喜代子 （Ｂ・B）

木暮 真由美 （富士通SPN） 鈴木　 ささよ （Ｂ・B）

小泉　　清子 （さつき） 先﨑　　和子 （あさかﾌｧﾐｰﾙ）

野地　　典子 （つばさ） 大竹　　満子 （あさかﾌｧﾐｰﾙ）

酒井   ヨシイ （GATC） 荒川　　律子 （GATC）

円谷　ふじ子 （GATC） 隅木　　睦子 （GATC）

小林　　梨恵 （SUN.TC） 千葉 喜久江 （ROSSO）

源後　　和子 （富久山ﾃﾆｽ） 水戸 美知代 （さつき）

岡本 恵美子 （SOTC） 竹野　　礼子 （丸善商事）

根本 久美子 （SOTC） 小原 小百合 （ｓｐａｃｅ）

福　 島　 県　 大   会　（仮）

 　　　　　　　　　　シード順位     ① 高橋・冨谷　　② 竹野・小原　　③～④ 上遠野・井上、 馬上・佐野　　

  ⑤～⑧　小手森・菅野、 岡本・根本、 福山・濱村、 浅井・斎藤

ソ ニ ー 生 命 カ ッ プ  第 ３２ 回 全 国 レ デ ィ ー ス 大 会

1

2

23

3

4

5

17

22

21

6

9

7

20

36

37

38

39

24

10

11

12

13

14

41

47

48

40

44

45

46

32

43

35

8

18

19

15

16

33

34

Ｂｙｅ

Ｂｙｅ

42

25

26

30

27

28

29

31


