
一般女子　予選　Ａ
A01 宮川素奈緒・岩山夕起子
A02 ｂｙｅ 宮川・岩山
A03 田中けい子・阿部磯子 池内・渡辺 63
A04 池内八代江・渡辺裕子 60 佐藤・山縣
A05 佐竹真由美・江田さとみ 黒田・白崎 60
A06 黒田高子・白崎教江 62 佐藤・山縣
A07 大内美佐子・山口幸子 佐藤・山縣 61
A08 佐藤和恵・山縣睦子 60

一般女子　予選　Ｂ
B01 新名昭子・川島圭井子
B02 ｂｙｅ 新名・川島
B03 古川直子・渡辺貴子 小田・太田 WO
B04 小田智恵子・太田春美 WO 新名・川島
B05 小出郁子・田辺江美子 小出・田辺 64
B06 関倫子・鈴木広子 62 小出・田辺
B07 井川弥生・清水昌代 井川・清水 61
B08 中原由美子・佐藤文子 76(4)

一般女子　予選　Ｃ
C01 市川桂子・大塚晃子
C02 ｂｙｅ 市川・大塚
C03 国井良子・立津艶子 阿部・金子 61
C04 阿部昭子・金子治子 62 磐長谷・鈴木
C05 桜田真理子・木下優子 桜田・木下 64
C06 田原裕子・高橋由美子 63 磐長谷・鈴木
C07 福井節子・三嶋栄子 磐長谷・鈴木 61
C08 磐長谷博子・鈴木優子 60

一般女子　予選　Ｄ
d01 山中紀美・常泉晴美
d02 ｂｙｅ 山中・常泉
d03 佐藤章子・鈴木喜美枝 友竹・中山 62
d04 友竹里絵・中山由花 75 小林・箱崎
d05 小林万里子・箱崎ゆき 小林・箱崎 63
d06 相原はま子・畑田恵子 76(2) 小林・箱崎
d07 荻原智子・鎌田美智子 荻原・鎌田 62
d08 金子恭子・高木智子 60

一般女子　予選　Ｅ
E01 芦澤ひとみ・柳沢洋子
E02 ｂｙｅ 船橋・井坂
E03 船橋福子・井坂晴美 船橋・井坂 63
E04 山崎美栄子・朝日美和 61 山崎・竹内
E05 阿部ひとみ・中村慶 阿部・中村 60
E06 室木久美子・室木梨沙 63 山崎・竹内
E07 山崎裕美・竹内幸子 山崎・竹内 61
E08 島田まり・蒲京子 64

一般女子　予選　Ｆ
F01 細田佐恵子・大嶋みさえ
F02 ｂｙｅ 細田・大嶋
F03 石井ひろみ・小林真弓 石井・小林 61
F04 石戸明美・的場米子 64 細田・大嶋
F05 和嶋美紀子・水沢愛子 今村・北原 64
F06 今村ひろ子・北原玉緒 64 小川・掛川
F07 小川三枝子・掛川真紀 小川・掛川 61
F08 佐藤夏子・荒木敬子 61

一般女子　予選　Ｇ
G01 豊田佳子・大内まゆみ
G02 ｂｙｅ 工藤・滝川
G03 杉本亜紀・村田裕子 工藤・滝川 64
G04 工藤美枝子・滝川美登利 62 工藤・滝川
G05 田代美津子・松本尚子 田代・松本 75
G06 渡来芳美・加藤美保子 63 豊沢・岡本
G07 大塚三枝子・中山文子 豊沢・岡本 62
G08 豊沢元・岡本美智恵 60

一般女子　予選　Ｈ
H01 羽場信子・松本明美
H02 ｂｙｅ 越智・田中
H03 坂本真奈美・坂田屋文代 越智・田中 WO
H04 越智恵・田中千穂 64 加藤・吉田
H05 渥美幸江・木下里枝子 加藤・吉田 64
H06 加藤久美・吉田裕子 61 加藤・吉田
H07 野沢律子・野平里江子 野沢・野平 62
H08 大堀佳子・田中彩貴 63



一般女子　予選　ｉ
i01 菊池ゆみ子・岩崎かおり
i02 ｂｙｅ 菊池・岩崎
i03 田村幸枝・田村節子 田村・田村 64
i04 杉山美絹・片桐洋子 WO 菊池・岩崎
i05 小林利江・中村寿美子 小林・中村 62
i06 前田晶・丹羽純 64 山内・北村
i07 山内一恵・北村美沙子 山内・北村 75
i08 今井洋子・民屋慶子 WO

一般女子　予選　Ｊ
j01 池田芳江・泉佳子
j02 ｂｙｅ 池田・泉
j03 田口洋子・原田京子 藤ヶ森・吉田 63
j04 藤ヶ森まゆみ・吉田千秋 76(2) 早川・鈴木
j05 吉田雅美・鈴木ゆかり 吉田・鈴木 60
j06 錦恵子・杉町富佐子 76(5) 早川・鈴木
j07 早川とき子・鈴木陽子 早川・鈴木 60
j08 佐藤真砂子・奥村悦子 62

一般女子　予選　Ｋ
K01 橋本節子・塩島稚佐子
K02 ｂｙｅ 橋本・塩島
K03 三輪祐子・羽川知代子 松尾・秋山 60
K04 松尾雅子・秋山美恵 60 功刀・功刀
K05 鷲見和子・浅海葉子 松本・三澤 61
K06 松本智代・三澤美春 63 功刀・功刀
K07 小林容子・酒井えみ 功刀・功刀 61
K08 功刀芳枝・功刀生 60

一般女子　予選　Ｌ
L01 高井未美・太田由紀子
L02 ｂｙｅ 高井・太田
L03 林加代子・鈴木久美 林・鈴木 61
L04 平澤るみ子・佐藤玲子 60 大橋・川島
L05 芦ひとみ・野津亜紀子 小川・鈴木 62
L06 小川啓子・鈴木リカ 75 大橋・川島
L07 高橋文江・小美野昌子 大橋・川島 60
L08 大橋かおり・川島純子 61

一般女子　予選　Ｍ
M01 藤江真由美・佐藤成子
M02 ｂｙｅ 藤江・佐藤
M03 小高峰明美・稲垣りょうこ 堺・松下 61
M04 堺裕子・松下みち子 60 嶋津・黒木
M05 黒坂かづ子・黒坂まゆみ 足立・足立 62
M06 足立昭子・足立真理 63 嶋津・黒木
M07 先岡久美子・青柳牧子 嶋津・黒木 60
M08 嶋津かをる・黒木和子 60

一般女子　予選　Ｎ
n01 改田紀子・宇波節子
n02 ｂｙｅ 窪津・水本
n03 難波節子・竹野日登美 窪津・水本 WO
n04 窪津高江・水本美千代 WO 片岡・棚橋
n05 本田美都子・山崎真木子 片岡・棚橋 63
n06 片岡あや・棚橋美智子 60 片岡・棚橋
n07 ｂｙｅ 62
n08 井本恵子・竹岡益美

一般女子　予選　Ｏ
o01 花嶋久子・藤久由起子
o02 ｂｙｅ 花嶋・藤久
o03 丹野幸枝・山野辺美穂 丹野・山野辺 60
o04 畑垣真奈美・海老沢奈緒美 61 花嶋・藤久
o05 副島礼子・平野由紀子 市川・加納 60
o06 市川憲子・加納真子 64 木村・浅見
o07 ｂｙｅ 62
o08 木村悦子・浅見幸代

一般女子　予選　Ｐ
P01 平塚恵里・正能和子
P02 ｂｙｅ 平塚・正能
P03 河井和美・森本洋子 河井・森本 61
P04 山口光美・浅沼満知子 63 平塚・正能
P05 藤野恵美子・行方幾久恵 笠井・竹田 63
P06 笠井美由紀・竹田典子 61 笠井・竹田
P07 ｂｙｅ 64
P08 花田とみか・花田遥香
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