
〔21名〕（1位～12位入賞）

順位 No. 氏　　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 県　別 年令 身 長 体重 所 属 ク ラ ブ

1 岩　城　祐　子 ｲﾜｷ ﾕｳｺ 京　都 53才 147cm 45kg BMBｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ

2 岩　永　昌　子 ｲﾜﾅｶﾞ ﾏｻｺ 東　京 57才 152cm 46kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

3 山　本　貴　子 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｺ 神奈川 48才 152cm 47kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ溝の口神奈川

4 内　海　勝　美 ｳﾂﾐ ｶﾂﾐ 秋　田 44才 153cm 43kg ﾋﾞﾀﾐﾝﾊｳｽ

5 小　林　奈　美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾐ 神奈川 42才 154cm 48kg ﾁｭﾗ･ﾆｾｰｸﾗﾌﾞ

6 石　井　ゆき子 ｲｼｲ ﾕｷｺ 東　京 52才 155cm 47kg 小金井ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

7 沼　田　初　恵 ﾇﾏﾀ ﾊﾂｴ 神奈川 54才 158cm 52kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ厚木神奈川

8 常世田　秋　津 ﾄｺﾖﾀﾞ ｱｷﾂ 東　京 45才 158cm 55kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ北千住東京

9 湯　浅　有希子 ﾕｱｻ ﾕｷｺ 神奈川 41才 158cm 52kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ厚木神奈川

10 服　部　順　子 ﾊｯﾄﾘ ｼﾞｭﾝｺ 三　重 38才 159cm 50kg ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑKENKODO

11 山　中　智　視 ﾔﾏﾅｶ ｻﾄﾐ 香　川 55才 160cm 52kg ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑﾋﾟﾅｸﾙ

12 飯　尾　美知子 ｲｲｵ ﾐﾁｺ 愛　知 44才 160cm 48kg 廣田ﾎﾞﾃｨﾋﾞﾙｾﾝﾀｰ

13 圓　満　美　葉 ｴﾝﾏﾝ ﾐﾊ 東　京 42才 160cm 50kg 個人

14 石　田　典　子 ｲｼﾀﾞ ﾉﾘｺ 神奈川 51才 161cm 51kg 横浜ﾏﾘﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

15 磯　山　範　子 ｲｿﾔﾏ ﾉﾘｺ 社会人 41才 162cm 50kg 秀心塾ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ･ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ

16 網　野　智世子 ｱﾐﾉ ﾁﾖｺ 東　京 46才 162cm 50kg ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑｳｴｽﾄ東京

17 冨　田　加　恵 ﾄﾐﾀ ｶｴ 京　都 42才 162cm 50kg BMBｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ

18 荻　山　はるか ｵｷﾞﾔﾏ ﾊﾙｶ 愛　知 34才 162cm 50kg ｴｸｻｲｽﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｱﾑ

19 萩　原　丈　巳 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｹﾐ 山　梨 46才 163cm 48kg 山梨小瀬ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ･ﾌｨｯﾄﾈｽ同好会

20 高　橋　由　香 ﾀｶﾊｼ ﾕｶ 千　葉 40才 164cm 53kg 個人

21 鈴　木　宏　子 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ 社会人 46才 164cm 52kg 取手医師会病院ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ
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〔7名〕（1位～6位入賞）

順位 No. 氏　　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 県　別 年令 身 長 体重 スポーツ経歴

22 山　口　あずさ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｽﾞｻ 東　京 27才 150cm 42kg ｴｱﾛﾋﾞｸｽ

23 鈴　木　久　実 ｽｽﾞｷ ｸﾐ 神奈川 53才 151cm 41kg ﾏﾗｿﾝ

24 勝　亦　響　子 ｶﾂﾏﾀ ｷｮｳｺ 静　岡 32才 153cm 46kg ｳｪｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

25 吉　谷　美　香 ﾖｼﾀﾆ ﾐｶ 東　京 44才 154cm 45kg ｽｷｰ

26 宮　前　幸　子 ﾐﾔﾏｴ ｻﾁｺ 千　葉 48才 154cm 47kg ｳｪｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

27 山　下　智　子 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｺ 愛　知 50才 155cm 48kg ｳｪｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

28 矢　野　かずみ ﾔﾉ ｶｽﾞﾐ 東　京 45才 156cm 46kg ｴｱﾛﾋﾞｸｽ､ﾖｶﾞ

〔5名〕（1位～5位入賞）

順位 No. 氏　　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 県　別 年令 身 長 体重 スポーツ経歴

29 加　藤　明　子 ｶﾄｳ ﾒｲｺ 東　京 44才 159cm 43kg ｳｪｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ､社交ﾀﾞﾝｽ

30 深　野　麻　夜 ﾌｶﾉ ﾏﾔ 群　馬 44才 160cm 51kg ｳｪｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

31 和　田　美　保 ﾜﾀﾞ ﾐﾎ 愛　知 43才 161cm 48kg ｳｪｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

32 神　谷　美由紀 ｶﾐﾔﾐ ﾕｷ 岐　阜 42才 161cm 50kg ｳｪｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

33 小　松　真梨子 ｺﾏﾂ ﾏﾘｺ 京　都 34才 163cm 51kg ｼﾞｬｽﾀﾞﾝｽ

〔7名〕（1位～6位入賞）

順位 No. 氏　　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 県　別 年令 身 長 体重 スポーツ経歴

34 平　井　和歌子 ﾋﾗｲ ﾜｶｺ 埼　玉 33才 164cm 52kg ｳｪｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

35 松　井　いず美 ﾏﾂｲ ｲｽﾞﾐ 神奈川 52才 164cm 49kg ｺﾞﾙﾌ

36 五　井　由　美 ｺﾞﾉｲ ﾕﾐ 宮　城 53才 165cm 51kg ﾌﾘｰｳｴｲﾄ

37 音喜多　貴　子 ｵﾄｷﾀ ﾀｶｺ 東　京 48才 165cm 51kg ｿｼｱﾙﾀﾞﾝｽ

38 竹　下　明　子 ﾀｹｼﾀ ｱｷｺ 千　葉 40才 166cm 55kg ｳｪｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

39 齋　藤　こずえ ｻｲﾄｳ ｺｽﾞｴ 埼　玉 41才 170cm 57kg ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ､筋ﾄﾚ

40 戸　澤　ま　り ﾄｻﾞﾜ ﾏﾘ 埼　玉 45才 177cm 56kg ｷｯｸﾎﾞｸｼﾝｸﾞ

〔12名〕（1位～6位入賞）

順位 No. 氏　　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 県　別 年令 身 長 体重 スポーツ経歴

41 富　樫　則　子 ﾄｶﾞｼ ﾉﾘｺ 東　京 56才 154cm 45kg ｳｪｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

42 新　井　敬　子 ｱﾗｲ ｹｲｺ 千　葉 66才 154cm 47kg ﾌﾗﾀﾞﾝｽ

43 藤　原　成　子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｹﾞｺ 兵　庫 57才 156cm 47kg ｳｪｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

44 土　師　智恵美 ﾊｾﾞ ﾁｴﾐ 兵　庫 57才 157cm 48kg ﾖｶﾞ･社交ﾀﾞﾝｽ 

45 打　海　淳　子 ｳﾂﾐ ｼﾞｭﾝｺ 広　島 54才 161cm 47kg ｴｱﾛﾋﾞｸｽ

46 大　岩　典　子 ｵｵｲﾜ ﾉﾘｺ 愛　知 54才 162cm 48kg 筋ﾄﾚ･ﾊﾞﾚｴ

47 林　谷　訓　子 ﾊﾔｼﾀﾆ ｸﾆｺ 千　葉 52才 163cm 51kg ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ･ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ

48 鈴　木　光　代 ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾖ 福　島 52才 163cm 53kg ｴｱﾛﾋﾞｸｽ

49 川　島　る　み ｶﾜｼﾏ ﾙﾐ 愛　知 53才 166cm 51kg ｳｪｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

50 田　岡　眞　美 ﾀｵｶ ﾏﾐ 三　重 51才 167cm 55kg ｳｪｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

51 大　島　さち子 ｵｵｼﾏ ｻﾁｺ 千　葉 67才 168cm 54kg ｳｪｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

52 櫻　井　藤　子 ｻｸﾗｲ ﾌｼﾞｺ 長　野 67才 169cm 52kg ｳｪｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

≪１６３cm超級≫

≪５０才以上級≫
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