
第６９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 受付完了 都道府県 備考

□ 坂田 夕紀 サカタ ユキ 前年度優勝

□ 川原 朋子 カワハラ トモコ 兵庫

□ 大塩 さゆり オオシオ サユリ 千葉(CPBA)

□ 柳生 あけみ ヤギュウ アケミ 滋賀

□ 増田 真紀子 マスダ マキコ 大阪

□ 宮木 飛鳥 ミヤキ アスカ 長崎(NPC)

□ 米田 理沙 ヨネダ リサ 東京

□ 後藤 由樹 ゴトウ ユキ 宮崎

□ 今村 眞理子 イマムラ マリコ 静岡

□ 佐藤 美和 サトウ ミワ 岡山(OPBA)

□ 横山 美由紀 ヨコヤマ ミユキ 山形(YPBC)

□ 島田 安沙子 シマダ アサコ 愛知(ARC)

□ 後藤 彩 ゴトウ アヤ 神奈川(KPBA)

□ 宮野 早織 ミヤノ サオリ 奈良(NRC)

□ 時山 敬子 トキヤマ ケイコ 神奈川

□ 大橋 洋子 オオハシ ヨウコ 滋賀(SBC)

試合番号 受付完了 都道府県 備考

□ 原本 真以子 ハラモト マイコ 和歌山

□ 五十嵐 美妙子 イガラシ ミサコ 福島(FPBA)

□ 森光 奈穂 モリミツ ナオ 兵庫

□ 東馬 優花 トウマ ユウカ 岡山(OPBA)

□ 河地 恵理 カワチ エリ 兵庫(HRC)

□ 宮本 真紀子 ミヤモト マキコ 石川

□ 増田 薫 マスダ カオル 大阪

□ 森 三佐子 モリ ミサコ 北海道(ＨＰＢＡ)

□ 横澤 道子 ヨコザワ ミチコ 山梨(YPBC)

□ 吉見 佳世 ヨシミ カヨ 愛知

□ 谷 みいな タニ ミイナ 神奈川

□ 仲島 由美子 ナカジマ ユミコ 大阪

□ 原口 さゆり ハラグチ サユリ 愛知(ARC)

□ 安達 紋香 アダチ アヤカ 宮城(MPBA)

□ 真柄 幸美 マガラ ユキミ 岐阜

□ 塙 梨恵 ハナワ リエ 埼玉
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受付時間　１０：５０～１１：１０

受付時間　９：３０～９：５０
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第６９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 受付完了 都道府県 備考

□ 渡邊 愛子 ワタナベ アイコ 京都(KRC)

□ 嶋村 友子 シマムラ トモコ 千葉(CPBA)

□ 昏石 かおり クレイシ カオリ 徳島(TPBC)

□ 山田 直美 ヤマダ ナオミ 奈良

□ 近光 翼 チカミツ ツバサ 千葉

□ 丹羽 弘美 ニワ ヒロミ 岐阜(GPBC)

□ 中平 美輪 ナカヒラ ミワ 兵庫(HRC)

□ 清田 友衣 キヨタ トモイ 東京(TPA)

□ 景山 敦子 カゲヤマ アツコ 岐阜(GPBC)

□ 今野 さゆり コンノ サユリ 埼玉(SPA)

□ 川村 美穂 カワムラ ミホ 北海道(ＨＰＢＡ)

□ 小原 麻由美 コハラ マユミ 愛知

□ 鈴木 春美 スズキ ハルミ 静岡(SPBC)

□ 西田 恵子 ニシダ ケイコ 大阪(ORC)

□ 西田 真由香 ニシダ マユカ 愛知

□ 高橋 有希 タカハシ ユキ 静岡(SPBC)

試合番号 受付完了 都道府県 備考

□ 諏訪 由紀 スワ ユキ 東京(TPA)

□ 上杉 優 ウエスギ ユウ 石川(IPBC)

□ 秋本 裕子 アキモト ユウコ 静岡

□ 野村 奈央 ノムラ ナオ 石川(IPBC)

□ 田岡 奈々枝 タオカ ナナエ 滋賀(SBC)

□ 鳥田 めぐみ トリタ メグミ 愛知

□ 寺元 みき テラモト ミキ 愛媛(EBA)

□ 中村 美由紀 ナカムラ ミユキ 京都

□ 土井 佐希子 ドイ サキコ 大阪

□ 山田 葉月 ヤマダ ハヅキ 愛知
□ 森田 由佳里 モリタ ユカリ 京都(KRC)
□ 黄 艶 コウ エン 東京
□ 黒澤 恵 クロサワ メグミ 東京
□ 鈴木 直子 スズキ ナオコ 広島
□ 原口 和恵 ハラグチ カズエ 山梨
□ 臼井 香小里 ウスイ カオリ 山口(YPBA)
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受付時間　１３：００～１３：２０
氏名 フリガナ
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受付時間　１２：００～１２：２０
氏名 フリガナ


