
A 1 2 3 4 順位 G 25 26 27 28 順位

星野　浩美 福　島 山木　葉子 富　山

田母神みほ子 福　島 水上　和代 富　山

岡本　絹恵 富　山 楠　陽子 茨　城

鬼原　久美子 富　山 古川　美由紀 茨　城

中原　照恵 茨　城 蔦川　順子 静　岡

佐川　広子 茨　城 岡本　明美 静　岡

増田　さちえ 新　潟 永井　喜久子 群　馬

佐藤　美佐子 新　潟 金子　澄江 群　馬

B 5 6 7 8 順位 H 29 30 31 32 順位

袖山　桂子 長　野 池谷　瑞枝 静　岡

荒井　裕子 長　野 松本　葉子 徳　島

倉田　弘美 富　山 戸川　良子 新　潟

森田　玲子 富　山 馬場　浩子 新　潟

吉田　敦美 群　馬 宇田川　恵子 千　葉

栗山　道代 群　馬 水本　美千代 千　葉

重松　千代香 静　岡 須田　美子 富　山

木村　美恵子 静　岡 前田　小由理 富　山

C 9 10 11 12 順位 I 33 34 35 36 順位

横山　千秋 静　岡 鈴木　陽子 群　馬

正田　祐子 静　岡 根岸　敦子 群　馬

成瀬　祐子 愛　知 福田　智津子 香　川

新実　喜代美 愛　知 井川　三雅子 香　川

池野　久美子 新　潟 東　美雪 富　山

堀川　美樹子 新　潟 北島　貞恵 富　山

山口　直美 富　山 伊代田久美子 静　岡

田子　由美子 富　山 難波　瑞穂 静　岡

D 13 14 15 16 順位 J 37 38 39 40 順位

窪田　裕子 新　潟 吉塚　晶子 長　野

笹川　澄枝 新　潟 大塚　真理 長　野

小林　梨恵 福　島 松田　佐和子 富　山

成松　泉 福　島 塚島　知里 富　山

高橋　仁美 茨　城 羽賀　直美 群　馬

豊嶌　みい子 富　山 大澤　智子 群　馬

兼松　こずえ 岐　阜 青山　敦子 茨　城

高阪　晴代 岐　阜 坂入　美智子 茨　城

E 17 18 19 20 順位 K 41 42 43 44 順位

森　礼子 石　川 渡辺　美由紀 岐　阜

長田　由実 石　川 服部　佳代子 岐　阜

中村　孝子 群　馬 加納　明美 静　岡

室田　ひとみ 群　馬 秋山　菜穂美 静　岡

川北　啓子 愛　知 酒井　茂美 富　山

岡本　尚子 静　岡 岩田　佳代子 富　山

福井　真澄 富　山 滝田　オトミ 新　潟

飛弾野　朋子 富　山 早川　冨代子 新　潟

F 21 22 23 24 順位

中川　教子 静　岡

穴山　昌子 静　岡

西田　芳子 富　山

温井　志津子 富　山

飯島　麻里子 茨　城

武田　良江 茨　城

大内　良子 千　葉

五十嵐日登美 千　葉
24 06 61 46 3

23 06 60 64 2

22 06 06 16 4

63 2

21 60 60 60 1

20 60 61 60 1 44 36 64

56 46 4

19 64 16 06 33 43 26 65 36

18 65 61 16 2 42 06

16 16 61 65 3

17 56 46 06 4 41 60

2 40 06 63 16

62 63 1

56 36 4

15 06 65 56 3 39 06 65 61 2

14 16 56 16 4 38 06

63 3

13 61 60 61 11 37 60 60 60

12 46 63 64 1 36 16 64

10 65 26 36 2

11 65 62 46 2 35 16 16

3 34 65 61 46

36 4

60 1

9 56 56 64 4 33 56 61 61 1

8 46 64 62 2 32 63 64

46 46 4

7 36 61 26 23 31 61 64 06

6 26 16 46 4 30 36

4 46 63 65 2

5 62 63 64 1 29 63

2 28 16 60 60

16 36 3

06 4

3 06 64 56 3 27 16 63 06 3

５５歳の部

1 63 60 64 1

2 36 46 36 4 26 06

1 25 60 61 61

36



55歳の部

No. 　　A決勝 No. 　B決勝

星野　浩美 （福　島） 中原　照恵 （茨　城）

田母神みほ子 （福　島） 佐川　広子 （茨　城）

滝田　オトミ （新　潟） 　
星野・田母神

加納　明美 （静　岡） 　
中原・佐川

早川　冨代子 （新　潟） 　
羽賀・大澤

62
秋山　菜穂美 （静　岡） 　

加納・秋山

62

羽賀　直美 （群　馬）
65

松田　佐和子 （富　山）
64

大澤　智子 （群　馬） 　
袖山・荒井

塚島　知里 （富　山） 　
吉田・栗山

袖山　桂子 （長　野）
65

吉田　敦美 （群　馬）
63

荒井　裕子 （長　野） 　
袖山・荒井

栗山　道代 （群　馬） 　
吉田・栗山

山口　直美 （富　山）
63

成瀬　祐子 （愛　知）
63

田子　由美子 （富　山） 　
中川・穴山

新実　喜代美 （愛　知）

窪田　裕子 （新　潟）
62

高橋　仁美 （茨　城） 　
吉田・栗山

笹川　澄枝 （新　潟） 豊嶌　みい子 （富　山）
60

福田　智津子 （香　川） 　
窪田・笹川

東　美雪 （富　山） 　
川北・岡本

井川　三雅子 （香　川） 　
福田・井川

65
北島　貞恵 （富　山） 　

川北・岡本

60

福井　真澄 （富　山）
63

川北　啓子 （愛　知）
62

飛弾野　朋子 （富　山） 　
中川・穴山

岡本　尚子 （静　岡） 　
戸川・馬場

宇田川　恵子 （千　葉）
65

戸川　良子 （新　潟）
65

水本　美千代 （千　葉） 　
永井・金子

馬場　浩子 （新　潟） 　
戸川・馬場

永井　喜久子 （群　馬）
63

中川・穴山
楠　陽子 （茨　城）

61

戸川・馬場

金子　澄江 （群　馬）
63

古川　美由紀 （茨　城）
64

中川　教子 （静　岡） 大内　良子 （千　葉）

穴山　昌子 （静　岡） 　
吉塚・大塚

五十嵐日登美 （千　葉） 　
吉田・栗山

山木　葉子 （富　山）
61

蔦川　順子 （静　岡）
62

水上　和代 （富　山） 岡本　明美 （静　岡）

飯島　麻里子 （茨　城） 　
山木・水上

西田　芳子 （富　山） 　
森・長田

武田　良江 （茨　城） 　
飯島・武田

65
温井　志津子 （富　山） 　

森・長田

63

中村　孝子 （群　馬）
64

森　礼子 （石　川）
60

室田　ひとみ （群　馬） 　
山木・水上

長田　由実 （石　川） 　
横山・正田

兼松　こずえ （岐　阜）
62

小林　梨恵 （福　島）
63

高阪　晴代 （岐　阜） 　
池野・堀川

成松　泉 （福　島） 　
横山・正田

池野　久美子 （新　潟）
63

池野・堀川
横山　千秋 （静　岡）

62

横山・正田

堀川　美樹子 （新　潟）
65

正田　祐子 （静　岡）
64

須田　美子 （富　山） 池谷　瑞枝 （静　岡） 　
横山・正田

前田　小由理 （富　山） 　
吉塚・大塚

松本　葉子 （徳　島）
65

鈴木　陽子 （群　馬）
62

伊代田久美子 （静　岡）

根岸　敦子 （群　馬） 　
吉塚・大塚

難波　瑞穂 （静　岡） 　
伊代田・難波

吉塚　晶子 （長　野）
65

青山　敦子 （茨　城）
64

大塚　真理 （長　野） 坂入　美智子 （茨　城）

重松　千代香 （静　岡） 　
吉塚・大塚

倉田　弘美 （富　山） 　
伊代田・難波

木村　美恵子 （静　岡）
重松・木村

64
森田　玲子 （富　山） 　

倉田・森田

64

増田　さちえ （新　潟）
61

渡辺・服部
岡本　絹恵 （富　山）

63

倉田・森田

佐藤　美佐子 （新　潟）
65

鬼原　久美子 （富　山）
64

渡辺　美由紀 （岐　阜） 酒井　茂美 （富　山）

服部　佳代子 （岐　阜） 岩田　佳代子 （富　山）

22 22

19 19

20 20

　

21 21

16 16

17 17

18 18

13 13

14 14

15 15

10 10

11 11

12 12

7 7

8 8

9 9

4 4

5 5

6 6

1 1

2 2

3 3



A 1 2 3 4 5 順位 F 22 23 24 25 順位

深谷　美智子 茨　城 末永　久美子 鹿児島

高倉　睦子 茨　城 加治屋みどり 鹿児島

松澤　ヨシ子 長　野 板倉　澄世 茨　城

坂口　亮子 長　野 大家　厚子 茨　城

岩田　順子 愛　知 横山　友子 青　森

早川　孝子 愛　知 黒澤　朱実 青　森

小田　八寿子 香　川 伊藤　由美子 愛　知

村尾　靖子 香　川 西岡　正子 愛　知

遠藤　美和子 静　岡

渡邉　小夜子 静　岡

B 6 7 8 9 順位 G 26 27 28 29 順位

高橋　るみ子 千　葉 大森　文代 静　岡

大根田　典子 千　葉 朝日　すゑ子 静　岡

和田　美和子 岐　阜 小林　かをる 新　潟

小西　芳子 岐　阜 松浦　富美枝 新　潟

戸田　雅子 静　岡 荻野　綾子 愛　知

中川　睦代 静　岡 石灰　三枝子 愛　知

熊谷　恵子 富　山 茅根　薫 茨　城

中島　恵子 富　山 根本　和子 茨　城

C 10 11 12 13 順位 H 30 31 32 33 順位

中野　和子 愛　知 代田　美恵子 長　野

森田　貴志 愛　知 小宮　里美 長　野

山下  淳子 茨　城 藤田　典子 愛　知

柳澤　真理 茨　城 阿部　由美子 愛　知

早川　恵子 新　潟 中島　順子 富　山

高橋　真理子 新　潟 松田　敏子 富　山

後藤　恵子 群　馬 友広　玲子 茨　城

堀田　しづ子 群　馬 高野　あや子 茨　城

D 14 15 16 17 順位 I 34 35 36 37 順位

小林　かよ 岐　阜 伊東　京子 岡　山

水谷　早苗 岐　阜 渡辺　恵子 岡　山

佐藤　朋子 愛　知 久野　康子 岐　阜

川口　恵子 愛　知 渡辺　真澄 岐　阜

宮﨑　利江子 新　潟 室井　康代 静　岡

真島　まり 新　潟 土谷　圭子 静　岡

阿部　峰子 東　京 上之薗　和子 茨　城

米島　敦子 富　山 宮下　律 茨　城

E 18 19 20 21 順位 J 38 39 40 41 順位

品田　満里子 新　潟 篠本　三枝子 茨　城

小柳　洋子 新　潟 小沢　幸子 茨　城

藤原　牧子 岡　山 田原　美加子 富　山

村木　良子 岡　山 馬場　静代 富　山

浅野　まり子 茨　城 江藤　節子 岐　阜

平戸　真知子 茨　城 林　裕美 岐　阜

中野　美和子 岐　阜 大屋敷　星子 大　阪

長江　光子 岐　阜 金子　恵美子 京　都
41 46 62 60 221 46 61 63 2

40 16 36 06 420 16 65 36 3

39 26 63 26 319 06 56 16 4

38 62 61 64 118 60 61 64 1

37 60 26 16 317 56 06 62 3

36 60 64 61 116 06 06 26 4

35 61 46 62 215 64 60 60 1

34 16 ０6 ０6 414 46 60 65 2

33 26 56 16 413 63 63 26 2

32 56 ０6 61 312 61 56 62 1

31 64 60 65 111 26 65 36 4

30 46 65 62 210 62 16 36 3

29 64 26 63 29 46 16 65 3

28 26 26 36 48 56 16 56 4

27 60 62 62 17 26 61 61 2

26 06 62 46 3

4

6 62 65 64 1

26 62 60 2

5 26 16 06

4 62 60 60 1 25

5 24

16 63 26 3

3 16 １６ 06 06 416 36

2 65 61 61 2 23

62 3 22

60歳の部 ６ゲーム先取ノーアド

1 56 61 26 62 161 61



60歳の部

6ゲーム先取ノーアド

No. 　　A決勝 No. 　B決勝

小田　八寿子 ( 香　川 ) 深谷　美智子 （茨　城）

村尾　靖子 ( 香　川 ) 高倉　睦子 （茨　城）

大屋敷　星子 ( 大　阪 )
小田・村尾

(             )
深谷・高倉

金子　恵美子 ( 京　都 )
久野・渡辺

61
(             )

60

久野　康子 （岐　阜）
65

伊東　京子 ( 岡　山 )

渡辺　真澄 （岐　阜）
小田・村尾

渡辺　恵子 ( 岡　山 )
深谷・高倉

高橋　るみ子 （千　葉）
60

熊谷　恵子 ( 富　山 )
65

大根田　典子 （千　葉）
早川・高橋

中島　恵子 ( 富　山 )
中野・森田

早川　恵子 （新　潟）
65

中野　和子 （愛　知）
60

高橋　真理子 （新　潟）
小田・村尾

森田　貴志 （愛　知）

佐藤　朋子 （愛　知）
60

阿部　峰子 ( 東　京 )

川口　恵子 （愛　知）
代田・小宮

米島　敦子 ( 富　山 )
深谷・高倉

代田　美恵子 （長　野）
61

友広　玲子 （茨　城）
友広・高野

64

小宮　里美 （長　野）
代田・小宮

高野　あや子 （茨　城）
友広・高野

62

茅根　薫 （茨　城）
63

荻野　綾子 （愛　知）
62

根本　和子 （茨　城）
伊藤・西岡

石灰　三枝子 （愛　知）
横山・黒澤

伊藤　由美子 （愛　知）
60

伊藤・西岡
横山　友子 ( 青　森 )

64

西岡　正子 （愛　知）
62

黒澤　朱実 ( 青　森 )
横山・黒澤

品田　満里子 （新　潟） 江藤　節子 （岐　阜）
65

横山・黒澤

小柳　洋子 （新　潟）
小田・村尾

林　裕美 （岐　阜）
63

末永　久美子 （鹿児島）
65

浅野　まり子 （茨　城）

加治屋みどり （鹿児島） 平戸　真知子 （茨　城）
板倉・大家

中野　美和子 （岐　阜）
末永・加治屋

板倉　澄世 （茨　城）
62

長江　光子 （岐　阜）
中野・長江

61
大家　厚子 （茨　城）

小林　かよ （岐　阜）
63

遠藤　美和子 （静　岡）
板倉・大家

水谷　早苗 （岐　阜）
末永・加治屋

渡邉　小夜子 （静　岡）
藤原・村木

61

後藤　恵子 ( 群　馬 )
61

藤原　牧子 ( 岡　山 )
64

堀田　しづ子 ( 群　馬 )
小林・松浦

村木　良子 ( 岡　山 )
板倉・大家

小林　かをる （新　潟）
65

宮﨑　利江子 （新　潟）
64

松浦　富美枝 （新　潟）
藤田・阿部

真島　まり （新　潟）
山下・柳澤

藤田　典子 （愛　知）
62

山下  淳子 （茨　城）
60

山下・柳澤

阿部　由美子 （愛　知）
藤田・阿部

柳澤　真理 （茨　城）
63

室井　康代 （静　岡）
63

大森　文代 （静　岡）
板倉・大家

土谷　圭子 （静　岡）
藤田・阿部

朝日　すゑ子 （静　岡）
65

和田　美和子 （岐　阜）
63

中島　順子 ( 富　山 )

小西　芳子 （岐　阜）
和田・小西

松田　敏子 ( 富　山 )
中島・松田

松澤　ヨシ子 （長　野）
63

篠本・小沢
上之薗　和子 （茨　城）

62

坂口　亮子 （長　野）
65

宮下　律 （茨　城）
戸田・中川

篠本　三枝子 （茨　城） 戸田　雅子 （静　岡）
61

小沢　幸子 （茨　城） 中川　睦代 （静　岡）
戸田・中川

岩田　順子 （愛　知）
65

戸田・中川

早川　孝子 （愛　知）
61

田原　美加子 ( 富　山 )

馬場　静代 ( 富　山 )

19 19

20 20

21

22

16 16

17 17

18 18

13 13

14 14

15 15

10 10

11 11

12 12

7 7

8 8

9 9

4 4

5 5

6 6

1 1

2 2 BYE

3 3



A 1 2 3 4 順位 E 17 18 19 20 順位

清水　幸子 愛　知 小柴　たみ 富　山

桑原　能理子 愛　知 河野　雅子 富　山

中川　和子 岡　山 福井　優子 長　崎

太田　操 岡　山 中島　宏子 長　崎

中野　登代子 新　潟 泉　ひろ子 茨　城

丸山　陽子 新　潟 宮尾　由美子 茨　城

河村　久美子 山　口 中才　佳代子 岐　阜

樋口　千枝子 山　口 木原　マチ子 岐　阜

B 5 6 7 8 順位 F 21 22 23 24 順位

阿久津百合子 新　潟 岡田　美佐子 岡　山

木村　美津子 新　潟 井尻　伸子 岡　山

飯塚　保美 群　馬 畑　睦子 新　潟

村上　節子 群　馬 瀬賀　千恵子 新　潟

中島　君子 岐　阜 吉次　孝子 愛　知

吉沢　則子 岐　阜 完山　ひろみ 愛　知

入谷　洋子 青　森 鵜殿　ナヲ子 長　野

野月　とし子 青　森 渋谷　恵美子 長　野

C 9 10 11 12 順位 G 25 26 27 28 順位

島根　嘉子 茨　城 辻　希依子 愛　知

小関　るり子 茨　城 花井　千波 愛　知

古泉　美知子 新　潟 小泉　他磨枝 石　川

八幡　香代子 新　潟 川上　恵子 石　川

榊　成子 富　山 佐藤　修子 新　潟

高澤　祐見子 富　山 山田　真里子 新　潟

名和　晴美 岐　阜 馬場　昭代 長　崎

西沢　好子 岐　阜 福田　美恵子 長　崎

D 13 14 15 16 順位 H 29 30 31 順位

山城　恵 石　川 田中　久美子 岐　阜

龍瀧　邦子 石　川 山根　福子 岐　阜

北埜　百合子 愛　知 金子　むつ枝 群　馬

新保　ハル子 愛　知 三尾　郊美 京　都

松田　洋子 新　潟 田中　冨美子 新　潟

大澤　幸子 新　潟 田中　マサ子 新　潟

木戸　美登里 山　口

大濱　礼子 山　口

8ゲーム先取ノーアド
16 16 06 06 4

87 87 1

30 86 78 2

68 78 3

14 56 64 60 2

13 65 62 61 1 29

15 26 46 60 3 31

11 06 56 16 3

12 56 26 61 3 28 ０6 06

4 27 46 46 60

06 4

64 60 1

10 64 65 62 1 26 36 64 60 2

9 46 60 65 2 25 63

60 1

8 63 26 62 32 24 62 36 06

7 65 36 26 3 23 61 61

5 16 56 36 4

6 61 63 62 1 22 36

4 21 63 16 26

16 63 2

16 3

4 26 46 46 4 20 26 61 61 2

3 26 46 64 3 19 26 65

62 62 62 1

2 16 64 64 42 18 26 56 16

65歳の部 ４ペアリーグ　６ゲーム先取ノーアド ３ペアリーグ８ゲーム先取ノーアド

1 61 62 62 1 17



65歳の部

No. 　A決勝 No. 　　Ｂ決勝

1 清水　幸子 ( 愛　知 ) 1 中野　登代子 ( 新　潟  )

桑原　能理子 ( 愛　知 )
金子・三尾

丸山　陽子 ( 新　潟  )

2 金子　むつ枝 ( 群　馬 )
65

2 (             )

三尾　郊美 ( 京　都 )
金子・三尾

(             )
中島・吉沢

3 小泉　他磨枝 ( 石　川 )
64

3 馬場　昭代 ( 長　崎  )
65

川上　恵子 ( 石　川 )
飯塚・村上

福田　美恵子 ( 長　崎  )
中島・吉沢

4 飯塚　保美 ( 群　馬 )
61

4 中島　君子 ( 岐　阜 )
63

村上　節子 ( 群　馬 )
金子・三尾

吉沢　則子 ( 岐　阜 )
名和・西沢

5 古泉　美知子 ( 新　潟  )
63

5 名和　晴美 ( 岐　阜 )
62

八幡　香代子 ( 新　潟  )
古泉・八幡

西沢　好子 ( 岐　阜 )
名和・西沢

6 畑　睦子 ( 新　潟  )
61

6 岡田　美佐子 ( 岡　山 )
61

瀬賀　千恵子 ( 新　潟  )
古泉・八幡

井尻　伸子 ( 岡　山 )
名和・西沢

7 中才　佳代子 ( 岐　阜 )
61

7 福井　優子 ( 長　崎  )
62

木原　マチ子 ( 岐　阜 )
中才・木原

中島　宏子 ( 長　崎  )
松田・大澤

8 山城　恵 ( 石　川 )
62

8 松田　洋子 ( 新　潟  )
w.o

龍瀧　邦子 ( 石　川 )
田中・田中

大澤　幸子 ( 新　潟  )
名和・西沢

9 小柴　たみ ( 富　山 )
61

9 泉　ひろ子 ( 茨　城 )
64

河野　雅子 ( 富　山 )
小柴・河野

宮尾　由美子 ( 茨　城 )
泉・宮尾

10 北埜　百合子 ( 愛　知 )
63

10 木戸　美登里 ( 山　口 )
60

新保　ハル子 ( 愛　知 )
小柴・河野

大濱　礼子 ( 山　口 )
鵜殿・渋谷

11 島根　嘉子 ( 茨　城 )
63

11 榊　成子 ( 富　山 )
64

小関　るり子 ( 茨　城 )
吉次・完山

高澤　祐見子 ( 富　山 )
鵜殿・渋谷

12 吉次　孝子 ( 愛　知 )
62

12 鵜殿　ナヲ子 ( 長　 野 )
64

完山　ひろみ ( 愛　知 )
田中・田中

渋谷　恵美子 ( 長　 野 )
田中・山根

13 辻　希依子 ( 愛　知 )
65

13 佐藤　修子 ( 新　潟  )
62

花井　千波 ( 愛　知 )
辻・花井

山田　真里子 ( 新　潟  )
佐藤・山田

14 入谷　洋子 ( 青　森 )
64

14 阿久津百合子 ( 新　潟  )
65

野月　とし子 ( 青　森 )
田中・田中

木村　美津子 ( 新　潟  )
田中・山根

15 中川　和子 ( 岡　山 )
65

15 河村　久美子 ( 山　口 )
61

太田　操 ( 岡　山 )
田中・田中

樋口　千枝子 ( 山　口 )
田中・山根

田中　冨美子 ( 新　潟  )
61

田中　久美子 ( 岐　阜 )
60

田中　マサ子 ( 新　潟  ) 山根　福子 ( 岐　阜 )

BYE

16 16



A 1 2 3 4 順位 C 9 10 11 12 順位

柳澤　ふじ子 千　葉 福本　初枝 富　山

井上　えい子 千　葉 林　眞喜子 富　山

木下　恭子 岐　阜 杉浦　なおこ 岐　阜

白根　綾子 岐　阜 和田　恵美子 岐　阜

大城　明美 沖　縄 安座間　澄子 沖　縄

与那覇ヨシ子 沖　縄 高良　美智子 沖　縄

林　住代 新　潟 萩原　美千代 長　崎

宮﨑　昭子 新　潟 岡　公子 茨　城

B 5 6 7 8 順位 D 13 14 15 順位

清水　邦子 岐　阜 武山　美行 岐　阜

臼井　玲子 岐　阜 堀江　紀子 岐　阜

野田　廣子 福　岡 金澤　クニ子 群　馬

三宅　紀恵 福　岡 吉森　和子 群　馬

水戸部　睦子 新　潟 石井　紀子 新　潟

桑原　伸子 新　潟 大関　三津子 新　潟

沢田　英子 愛　知 8ゲーム先取ノーアド

中堀　花子 愛　知

No. 70才A決勝 No. 70才B決勝

柳澤　ふじ子 （千　葉） 木下　恭子 （岐　阜）

井上　えい子 （千　葉）  柳澤・井上 白根　綾子 （岐　阜）

石井　紀子 （新　潟） 61 (          )

大関　三津子 （新　潟） 　 野田・三宅 (          ) 　 木下・白根

萩原　美千代 （長　崎） 65 安座間　澄子 （沖　縄） 60

岡　公子 （茨　城） 　 野田・三宅 高良　美智子 （沖　縄） 　 水戸部・桑原

野田　廣子 （福　岡） 62 水戸部　睦子 （新　潟） 61

三宅　紀恵 （福　岡） 　 福本・林 桑原　伸子 （新　潟） 　 木下・白根

福本　初枝 （富　山） 65 杉浦　なおこ （岐　阜） 62

林　眞喜子 （富　山） 　 福本・林 和田　恵美子 （岐　阜） 　 沢田・中堀

清水　邦子 （岐　阜） 62 沢田　英子 （愛　知） 65

臼井　玲子 （岐　阜） 　 福本・林 中堀　花子 （愛　知） 　 大城・与那覇

林　住代 （新　潟） 64 大城　明美 （沖　縄） 62

宮﨑　昭子 （新　潟） 　 金澤・吉森 与那覇ヨシ子 （沖　縄） 　 大城・与那覇

金澤　クニ子 （群　馬） 60 武山　美行 （岐　阜） 65

吉森　和子 （群　馬） 堀江　紀子 （岐　阜）

A 1 2 3 4 5 6 勝敗 順位

佐々木　和江 東　京

柚木　邦子 岡　山 　 ① 1.-2 ④ 1.-5

中村　康子 熊　本 　 3.-4 2.-4

福山　京子 熊　本 0.386 5.-6 3.-6

長谷川　宏子 群　馬

小柳　賀寿代 新　潟 　 ② 1.-3 ⑤ 1.-6

久保　元子 千　葉 　 2.-5 2.-3

高橋　正子 千　葉 0.333 4.-6 4.-5

志田　田鶴子 茨　城

町村　美恵子 富　山 0.381 ③ 1.-4

山村　厚子 長　野 　 2.-6

石城　鈴枝 長　野 　 3.-5

　

5 16 36 36 62 36 1-4

１０日①②③　　１１日④⑤

５位

6 26 63 64 62 63 4-1 ２位

46  3-2 ３位

4 06 64 46 26 26

3 26 63 64 63

1-4 ６位

2 16 36 46 63 36 1-4 ４位

７5歳の部 ６ペア　　総当たり　６ゲーム先取ノーアド

1 61 62 60 61 62 5-0 １位

6 6

7 7

8 8

3 3

4 4

5 5

1 1

2 2 BYE

8 36 36 56 4

61

7 36 16 65

6 62 61 63

3 15 83 58 2

14 80 85 11

2

5 26 63 63

16 4

4 16 64 65 2 12

2 13 08 38 3

06 62

3 36 06 56 4 11 16 46

61 61 60 1

2 46 60 46 33 10 16 64 26

７0歳の部 ４ペアリーグ　６ゲーム先取ノーアド　　３ペアリーグ　８ゲーム先取ノーアド

1 64 63 61 1 9



A 1 2 3 4 順位

 錦木　義子 鹿児島
押川　寿美子 福　岡
友利　時野 沖　縄
田中　美智子 東　京
多和　シズ子 岡　山
吉田　美智子 岡　山

 池田　睦子 大　阪
大上　幸恵 大　阪

B 5 6 7 8 順位

 広田　民子 大　阪
村上　道子 茨　城
上田　喜美子 岡　山
金子　雅子 長　崎

 上田　佐紀子 兵　庫
松田　郁子 兵　庫

 山田　道子 新　潟
早川　タカ子 東　京

80歳の部

No. 　　A決勝

錦木　義子 （鹿児島）

押川　寿美子 （福  岡） 錦木・押川

山田　道子 （新　潟） 61
早川　タカ子 （東　京） 広田・村上

池田　睦子 (大　阪) 61
大上　幸恵 (大　阪) 広田・村上

広田　民子 (大　阪) 62
村上　道子 (茨　城)

No.  　　Ｂ決勝
友利　時野 (沖　縄)

田中　美智子 （東　京） 友利・田中

上田　喜美子 (岡　山) 62
金子　雅子 (長　崎) 友利・田中

多和　シズ子 (岡　山) 65
吉田　美智子 (岡　山) 上田・松田

上田　佐紀子 (兵　庫) 62
松田　郁子 (兵　庫)

3 A4

4 B3

4 B1

1 A3

2 B4

3 A2

8 06 61

1 A1

2 B2

60  2

7 06 60 06 3

4

5 60 60 60 1

6 06 06 16

2

3 26 26 06 4

4 26 61 60

3

８０歳の部 ６ゲーム先取ノーアド

1 60 62 62 1

2 06 62 16



年 度
第　回

開催県開
催地域

1998 福岡県 武井　妙子 （茨　城) 吉成　明子 （福　岡) 辰巳千代子 （京　都） 藤井　静子 （大　阪）
第１回 (九州地域) 早坂　春海 （茨　城) 赤司　昌子 （福　岡) 中村　春子 （熊　本） 勝沼　令子 （新　潟）

1999 愛知県 峯川千枝子 （愛　知) 本村　照子 （福　岡) 竹田　久子 （千　葉） 安野　節子 （愛　知）
第２回 (東海地域) 海野　開子 （愛　知) 錦木　義子 （福　岡) 山田　久子 （埼　玉） 松島紀久子 （岡　山）

2000 山形県 山中美佐子 （茨　城) 宇佐美悦子 （東　京) 池田　睦子 （大　阪） 松島紀久子 （岡　山）
第３回 (東北地域） 高沢千恵子 （栃　木) 大前　紀子 （東　京) 辰巳千代子 （京　都） 勝沼　令子 （新　潟）

2001 千葉県 山中美佐子 （茨　城) 柚木　邦子 （岡　山) 村松　敏子 （千　葉） 斉藤恵美子 （東　京） 大代　秋子 （愛　知）
第４回 （関東地域） 高沢千恵子 （栃　木) 福田千香子 （岡　山) 高橋美恵子 (神奈川) 重光知津子 （東　京） 松井　照子 （香　川）

2002 岡山県 山中美佐子 （茨　城) 大前　紀子 （東　京) 村松　敏子 （千　葉） 辰巳千代子 （京　都） 渡辺美江子 （静　岡）
第５回 （中国地域） 高沢千恵子 （栃　木) 土屋　周子 （東　京) 森本　美江 （大　阪） 神保美智子 （東　京） 塩野入英子 (神奈川)

2003 長野県  岡　 邦子 （茨　城） 大前　紀子 （東　京) 田中三枝子 （埼　玉） 鈴木美津子 （埼　玉） 塩野入英子 (神奈川)
第６回 （北信越地域） 稲毛　満枝 （茨　城） 土屋　周子 （東　京) 山下  博子　 (神奈川） 山田　久子 （埼　玉） 栗原　照子　 (神奈川)

2004 香川県 松井　文子 （岐　阜） 田口　京子 （大　阪） 小田　晶子 （東　京） 岩崎喜久子 （東　京） 塩野入英子 (神奈川)
第７回 （四国地域） 水野　美子 （愛　知） 福西　洋子 （大　阪） 飯田　 藍 （東　京） 竹田　久子 （千　葉） 勝沼　令子 （新　潟）

2005 北海道 神宮寺恵子 （岡　山） 山中美佐子 （茨　城） 広田　民子 （大　阪） 小村　常仍 （京　都） 勝沼　令子 （新　潟）
第８回 （北海道地域） 山本　洋子 （香　川） 早川美枝子 （茨　城） 大上　幸恵 （大　阪） 伏原　久子 （京　都） 塩野入英子 (神奈川）

2006 大阪府 松井　文子 （岐　阜） 山中美佐子 （茨　城） 梅井　貞子 （大　阪） 笹田　啓子 （兵　庫） 山根　昭子 （大　阪）
第９回 （関西地域） 石井三代子 （岐　阜） 早川美枝子 （茨　城） 河内恵巳子 （大　阪） 森本　美江 （大　阪) 竹村智恵子 （大　阪）

2007 栃木県 山崎　夢路 （千　葉） 大出のり子 （茨　城） 土屋　周子 （東　京） 広田　民子 （京　都） 山田　久子 （埼　玉）
第10回 （関東地域） 松本　修代 （千　葉） 稲毛　満枝 （茨　城） 大前　紀子 （東　京） 柴山　和子 （岐　阜） 石井　伸子 （東　京）

2008 熊本県 河野　恵子 （熊　本） 松井　文子 （岐　阜） 片岡　恭子 （熊　本） 友沢　雅代 （兵　庫） 辰巳千代子 （京　都）
第11回 （九州地域） 杉田ヨネ子 （熊　本） 石井三代子 （岐　阜） 永江　淑子 （熊　本） 大上　幸恵 （兵　庫） 池田　睦子 （大　阪）

2009 岐阜県 住　アツ子 （岐　阜） 松井　文子 （岐　阜） 中嶋　孝子 （兵　庫） 坪川　順子 （兵　庫） 福井　恭子 （大　阪） 塩野入英子 (神奈川)
第12回 （東海地域） 山本　歌子 （岐　阜） 石井三代子 （岐　阜） 佐野美保子 （岡　山） 那須　桂子 （兵　庫） 池田　睦子 （大　阪） 勝沼　令子 (新　潟)

2010 宮城県 種市　文子 (青　森) 髙澤千恵子 (栃　木) 山中美佐子 (茨　城) 中澤久美子 (兵　庫) 笹田　啓子 (兵　庫) 吉田サユリ (長　野)
第13回 （東北地域） 大坂　栄子 (青　森) 石川　博子 (群　馬) 早川美枝子 (茨　城) 河内恵巳子 (大　阪) 柴山　和子 (岐　阜) 杉本　エミ (熊　本)

2011 愛媛県 村上　博香 （愛　媛） 森本　由紀 （愛　媛） 吉田　芳子 （岡　山） 佐々木和枝 （東　京） 広田　民子 （京　都） 中村倭文子 （島　根）
第14回 （四国地域） 藤原　雅代 （香　川） 藤井真理子 （愛　媛） 石原　房枝 （岡　山） 鈴木　美子 （静　岡） 森本　美江 （大　阪） 青木　安子 （兵　庫）

2012 新潟県 村上　博香 （愛　媛） 早川　恵子 （新　潟） 堀江　紀子 （岐　阜） 山村　厚子 （長　野） 山田　道子 （新　潟） 山田　久子 （埼　玉）
第15回 （北信越地域） 藤原　雅代 （香　川） 田中冨美子 （新　潟） 川出　静代 （岐　阜） 石城　鈴枝 （長　野） 内藤美代子 （岡　山） 塩野入英子 （賛　助）

2013 長崎県 加藤　礼子 （茨　城） 白石　佑子 （大　分） 脇坂　晴美 （茨　城） 永江　淑子 （熊　本） 本村　照子 （福　岡） 池田　睦子 （大　阪）
第16回 （九州地域） 大家　厚子 （茨　城） 伊達　広子 （大　分） 長野　綾子 （茨　城） 片岡　恭子 （熊　本） 錦木　義子 （鹿児島） 福井　恭子 （大　阪）

2014 群馬県 酒谷由美子 （群  馬） 高橋千恵子 （群  馬） 金子むつ枝 （群  馬） 山村　厚子 （長  野） 村上　道子 （茨　城） 斎藤　和子 （群  馬）
第17回 (北関東地域）六本木由美子（群  馬） 栗山　道代 （群  馬） 堀田しづ子 （群  馬） 石城　鈴枝 （長  野） 佐々木和江 （東  京） 長井　雪子 （群  馬）

2015 福島県 田母神みほ子（福　島） 波多野洋子 （福　島） 高澤千恵子 （栃　木） 長野　綾子 （茨　城） 佐々木和江 （東　京） 山田　道子 （新　潟）
第18回 (東北地域） 佐藤　悦子 （福　島） 小貫由美子 （福　島） 石川　博子 （群　馬） 早川美枝子 （茨　城） 村上　道子 （茨　城） 山田　久子 （埼　玉）

2016 山口県 風呂本理矢 （広　島） 清原美加子 （広　島） 中村　光江 (千　葉） 柳澤ふじ子 (千　葉） 佐々木和江 （東　京） 池田　睦子 （大　阪）
第19回 （中国地域）） 藤井理恵子 （広　島） 山本千代子 （広　島） 佐藤　清美 (千　葉） 井上えい子 (千　葉） 錦木　義子 （鹿児島） 福井　恭子 （大　阪）

2017 富山県 吉塚　昌子 （長　野） 小田八寿子 （広　島） 田中冨美子 （新　潟） 福本　初枝 (富　山） 佐々木和江 （東　京） 広田　民子 （大　阪）
第20回 （北信越地域） 大塚　真理 （長　野） 村尾　靖子 （広　島） 田中マサ子 （新　潟） 林　眞喜子 (富　山） 柚木　邦子 （岡　山） 村上　道子 （茨　城）

2018 高知県
第21回 （四国地域）

歴代優勝者

55才の部 60才の部 65才の部 70才の部 75才の部 80才の部


