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15 戸室　正美 (栃木) 10

2 坂野　友梨子 (石川) 17

1 小島　万記 (静岡) 1

4 小池　陽子 (千葉) 9

3 傍士　睦 (大阪) 16

6 大西　由香利 (徳島) 5

5 安倍　一恵 (秋田) 8

8 和泉　圭子 (兵庫) 13

7 後藤　綾子 (愛知) 12

10 矢野　彩湖 (広島) 3

9 仲村渠　ゆかり(沖縄) 4

11 谷本　加葉子 (京都) 14

12 尾形　菜々 (神奈川) 11

13 古橋　富子 (愛知) 6

14 木内　智子 (徳島) 7

16 小谷　梨乃 (岐阜) 15

17 河合　絵美 (新潟) 18

18 山﨑　聖 (大阪) 2
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(大阪)

7 多田　裕里子 (埼玉)

18 山地　恵美 (香川)

宮原　恵 (北海道)

19 杉田　秋恵 (兵庫)

16 長本　和美 (神奈川)

6 十河　聡美 (香川)

永野　由香 (千葉)

17 野上　恵理子 (栃木)

8 大野　桃子 (東京)

9 西川　陽子

1 山﨑　由紀子 (茨城)

5 岩井　　葵 (群馬)

4 永田　祥子 (島根)

3

2

10 赤羽　香織 (埼玉)

11 原　　明子 (群馬)

12 岡田　雅世 (徳島)

13 杉原　和江 (岐阜)

14 木下　崇美 (東京)

15 金月　奈巳 (島根)
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1 山崎　美奈子 (富山)

2 上本　由香 (徳島)

3 松本　英子 (宮崎)

4 橋本　和歌子 (兵庫)

5 板垣　紀惠 (神奈川)

6 原　恭子 (大阪)

7 松下　美保子 (岐阜)

8 雑賀　弘美 (千葉)

9 渡邉　智美 (山口)

10 敷根　ナナエ (鹿児島)

11 弘田　若奈 (群馬)

12 村田　ひろみ (鹿児島)

13 土屋　綾子 (栃木)

14 伊藤　治子 (愛知)

15 松倉　和子 (長崎)

16 森岡　英子 (広島)

17 佐々木　律子 (埼玉)

18 藤田　美智子 (徳島)

19 榎本　信恵 (東京)

20 岡野　真弓 (宮崎)

23 石井　祥子 (大阪)

21 宇野　富美 (茨城)

22 大畑　優子 (島根)



日本スポーツマスターズ2017兵庫大会
平成２９年９月１８日

兵庫県立武道館

女子組手4部

a2

a1

a4

a3

a5

b1

b3

b2

a6

c1

c3

c2

c4

d1

d3

d2

17 斉藤　師保 (千葉)

2 清水　勝子 (秋田)

1 宮本　早百合 (大阪)

4 皆尾　美都 (島根)

3 山形　小百合 (群馬)

6 大畠　昌枝 (栃木)

5 藤家　美智代 (福岡)

8 遠田　めぐみ (山形)

7 稲本　美佐子 (愛媛)

10 齋藤　准子 (埼玉)

9 山口　直美 (埼玉)

12 山ノ内　果 (鹿児島)

11 加子　倫子 (静岡)

14 福田　統子 (兵庫)

13 須山　利恵 (神奈川)

16 石塚　揚子 (秋田)

15 西山　知恵 (徳島)
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13 横山　順子 (富山)

12 倉持　千代子 (埼玉)

11 小林　美保子 (愛知)

10 山路　明美 (群馬)

9 藤田　国子 (大阪)

8 勝亦　文子 (神奈川)

2 赤堀　邦美 (兵庫)

1 高橋　ちよ (東京)

4 和田　キャスリン(宮崎)

3 堀　礼子 (岐阜)

6 古屋　眞由美 (山梨)

5 笠原　園子 (千葉)

7 中瀬　眞知子 (富山)


