
AgeCat1 氏名 登録地 権利獲得大会

女子18-19歳 幸保 真央 茨城県 潮来

女子18-19歳 前田 理紗 学生連合 天草

女子18-19歳 中村 寧花 学生連合 福岡

女子18-19歳 橋本 華 学生連合 高松

女子20-24歳 長藤 宏美 学生連合 石垣島

女子20-24歳 吉田 琉七 学生連合 横浜

女子20-24歳 奥田 さわ 学生連合 潮来

女子20-24歳 杉本 瑞夏 学生連合 近江八幡,長良川

女子20-24歳 久保本 楓花 学生連合 天草,福岡

女子20-24歳 小石川 花梨 学生連合 蒲郡

女子20-24歳 野田 優 和歌山県 高松

女子20-24歳 岡本 真依 学生連合 七ヶ浜

女子20-24歳 油井 あまね 神奈川県 神奈川

女子20-24歳 髙橋 麻耶 学生連合 野尻湖

女子25-29歳 グリアー とも 東京都 石垣島,野尻湖

女子25-29歳 石田 凪帆 静岡県 横浜,蒲郡,長良川

女子25-29歳 戸原 明子 茨城県 潮来

女子25-29歳 木村 綾愛 埼玉県 館山,神奈川

女子25-29歳 河野 典子 大阪府 近江八幡

女子25-29歳 山口 愛莉 熊本県 天草

女子25-29歳 菅原 碧 愛知県 渡良瀬

女子25-29歳 一松 菜央 鹿児島県 福岡

女子25-29歳 山本 麻衣 三重県 高松

女子30-34歳 蔵本 葵 東京都 石垣島

女子30-34歳 丹野 惠梨香 埼玉県 横浜,潮来

女子30-34歳 中野 咲桜 東京都 館山

女子30-34歳 川久保 恵里 奈良県 近江八幡,蒲郡

女子30-34歳 田原 知佳 東京都 天草

女子30-34歳 秋山 恵美 神奈川県 渡良瀬

女子30-34歳 越海 ニコール 大分県 福岡

女子30-34歳 藤坂 百恵 徳島県 高松

女子30-34歳 阿部 優美 宮城県 七ヶ浜

女子30-34歳 依田 紗季 長野県 野尻湖

女子30-34歳 萩原 千夏 愛知県 長良川

女子35-39歳 加来 奈津子 東京都 石垣島,館山,天草,七ヶ浜

女子35-39歳 太田 麻衣子 千葉県 横浜

女子35-39歳 吉川 香織 愛知県 潮来

女子35-39歳 山内 麻代 大阪府 近江八幡,長良川

女子35-39歳 寺木 佐和子 愛知県 蒲郡

女子35-39歳 大久保 舞 福岡県 福岡

女子35-39歳 林 摩耶 大阪府 高松

女子35-39歳 笠原 直子 千葉県 神奈川

女子35-39歳 須崎 とも 東京都 野尻湖

女子40-44歳 折原 由里子 東京都 石垣島,館山,高松

女子40-44歳 武田 紗由巳 神奈川県 横浜

女子40-44歳 佐藤 文子 茨城県 潮来

女子40-44歳 徳地 明 滋賀県 近江八幡

女子40-44歳 八木 恭子 佐賀県 天草

女子40-44歳 山下 宏美 三重県 蒲郡

女子40-44歳 草苅 友美 神奈川県 渡良瀬,神奈川

女子40-44歳 小川 暁子 広島県 福岡

女子40-44歳 東井 久実子 岩手県 七ヶ浜

女子40-44歳 山崎 裕子 神奈川県 野尻湖

女子40-44歳 河合 亜加理 愛知県 長良川

女子45-49歳 松本 華奈 島根県 石垣島,横浜,長良川
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女子45-49歳 中村 順子 千葉県 潮来,館山,渡良瀬

女子45-49歳 久米 さやか 兵庫県 近江八幡,蒲郡

女子45-49歳 徳田 有希 兵庫県 天草

女子45-49歳 中村 奈緒子 福岡県 福岡

女子45-49歳 北吉 舞 奈良県 高松

女子45-49歳 大志田 紀子 岩手県 七ヶ浜

女子45-49歳 濱野 裕明子 神奈川県 神奈川

女子45-49歳 波多野 幸子 東京都 野尻湖

女子50-54歳 伊藤 亜紀子 東京都 石垣島,館山

女子50-54歳 藤田 智弥 富山県 横浜

女子50-54歳 西内 宮佳江 東京都 潮来

女子50-54歳 小川 千恵子 大阪府 近江八幡

女子50-54歳 木村 文 東京都 天草

女子50-54歳 久恒 佐知子 愛知県 蒲郡

女子50-54歳 篠原 三陽 神奈川県 渡良瀬

女子50-54歳 東一 圭子 大阪府 高松

女子50-54歳 山崎 聡美 宮城県 七ヶ浜

女子50-54歳 宮野 真樹 東京都 神奈川

女子50-54歳 新井 磨里子 群馬県 野尻湖

女子50-54歳 遠松 純子 愛知県 長良川

女子55-59歳 大貫 千春 茨城県 石垣島,館山,高松

女子55-59歳 谷川 真由子 東京都 横浜,潮来,渡良瀬

女子55-59歳 小澤 真理子 富山県 近江八幡,野尻湖

女子55-59歳 古賀 美紀 熊本県 天草

女子55-59歳 花井 宏子 愛知県 蒲郡

女子55-59歳 恵良 奈緒美 山口県 福岡

女子55-59歳 山本 真紀恵 千葉県 七ヶ浜

女子55-59歳 萩原 文子 神奈川県 神奈川

女子55-59歳 大村 智子 静岡県 長良川

女子60-64歳 黒羽 美登里 東京都 石垣島

女子60-64歳 福田 恵美子 富山県 横浜,近江八幡,渡良瀬,野尻湖,長良川

女子60-64歳 水野 美津子 茨城県 潮来,神奈川

女子60-64歳 鬼塚 薫 東京都 館山

女子60-64歳 一村 多美代 熊本県 天草

女子60-64歳 武田 久美子 大阪府 蒲郡

女子60-64歳 西岡 美也子 福岡県 福岡

女子60-64歳 殿山 恭代 広島県 高松

女子60-64歳 山本 彩 京都府 七ヶ浜

女子65-69歳 佐々木 幸子 群馬県 石垣島,潮来,野尻湖

女子65-69歳 高橋 あき子 神奈川県 横浜,館山,七ヶ浜

女子65-69歳 石橋 洋子 大阪府 近江八幡

女子65-69歳 小杉 智英子 大阪府 蒲郡,高松

女子65-69歳 青木 みどり 東京都 渡良瀬

女子70-74歳 若木 眞喜子 鳥取県 石垣島

女子70-74歳 滝沢 見世子 千葉県 横浜

女子70-74歳 海老名 典子 京都府 近江八幡

女子70-74歳 宗田 惠世子 東京都 天草

女子70-74歳 立蔵 順子 鹿児島県 蒲郡,長良川

女子70-74歳 渡辺 順子 神奈川県 神奈川

女子70-74歳 白石 えり子 新潟県 野尻湖

女子75-79歳 川崎 綾子 千葉県 石垣島

女子75-79歳 三田 伸子 広島県 蒲郡

女子75-79歳 田村 絹子 岡山県 高松


