
第６８回全日本アマチュアポケットビリヤード選手権大会　女子級　受付時間

試合番号 都道府県 備考

渡邊 多加子 ワタナベ タカコ 静岡

仲島 由美子 ナカジマ ユミコ 大阪

浜野 一葉 ハマノ ヒトハ 岡山

後藤 由樹 ゴトウ ユキ 宮崎

上栄 しのぶ カミエ シノブ 大阪

今村 眞理子 イマムラ マリコ 静岡

後藤 彩 ゴトウ アヤ 神奈川

大橋 洋子 オオハシ ヨウコ 滋賀

宮本 真紀子 ミヤモト マキコ 石川

森田 由佳里 モリタ ユカリ 京都

間瀬 千晴 マセ チハル 愛知

五十嵐 美妙子 イガラシ ミサコ 福島

渡邊 愛子 ワタナベ アイコ 京都

原口 和恵 ハラグチ カズエ 山梨

嶋村 友子 シマムラ トモコ 千葉

島田 安沙子 シマダ アサコ 愛知

試合番号 都道府県 備考

旭 真弓 アサヒ マユミ 愛知

岩崎 芳子 イワサキ ヨシコ 東京

増田 薫 マスダ カオル 大阪

諏訪 由紀 スワ ユキ 東京

大井 つばさ オオイ ツバサ 愛知

山口 遥 ヤマグチ ハルカ 長崎

在郷 瞳 ザイゴウ ヒトミ 福岡

野村 奈央 ノムラ ナオ 石川

川村 美穂 カワムラ ミホ 北海道

星 ひとみ ホシ ヒトミ 愛知

高橋 有希 タカハシ ユキ 静岡

阪垣 里奈 サカガキ リナ 大阪

安田 純華 ヤスダ スミカ 大阪

丹羽 弘美 ニワ ヒロミ 岐阜
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氏名 フリガナ
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受付時間　１０：５０～１１：１０

受付時間　９：００～９：３０
氏名 フリガナ
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7



第６８回全日本アマチュアポケットビリヤード選手権大会　女子級　受付時間

試合番号 都道府県 備考

田岡 奈々枝 タオカ ナナエ 滋賀

高田 裕子 タカダ ユウコ 静岡

宮野 早織 ミヤノ サオリ 奈良

谷 みいな タニ ミイナ 神奈川

倉田 美穂 クラタ ミホ 東京

景山 敦子 カゲヤマ アツコ 岐阜

吉見 佳世 ヨシミ カヨ 愛知

安達 紋香 アダチ アヤカ 宮城

小原 麻由美 コハラ マユミ 愛知

土井 佐希子 ドイ サキコ 大阪

増田 真紀子 マスダ マキコ 大阪

大城 奈津子 オオシロ ナツコ 東京

中平 美輪 ナカヒラ ミワ 兵庫

出口 光子 デグチ ミツコ 北海道

臼井 香小里 ウスイ カオリ 山口

井上 美紗稀 イノウエ ミサキ 兵庫

試合番号 都道府県 備考

山田 直美 ヤマダ ナオミ 奈良

磯 六月 イソ ミナヅキ 栃木

佐藤 美和 サトウ ミワ 岡山

小澤 早苗 オザワ サナエ 愛知

西田 真由香 ニシダ マユカ 愛知

喜島 美香子 キジマ ミカコ 埼玉

33 梶原 愛 カジハラ アイ 女流球聖位

34 原口 さゆり ハラグチ サユリ 愛知

35 米田 理沙 ヨネダ リサ 東京

36 西田 恵子 ニシダ ケイコ 大阪

41 坂田 夕紀 サカタ ユキ 神奈川

42 近光 翼 チカミツ ツバサ 千葉
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受付時間　１３：１０～１３：３０
氏名 フリガナ
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受付時間　１２：４０～１３：００
氏名 フリガナ


