
          

  級当選者    組 

 中村 由紀  赤池 誉子              町野 玲子  田中 奈津子 善福寺公園       

 北嵐 直子  渡部 淳子  一球一打会         水野 奈穂子 高部 明日美     

 高群 五月  武田 理恵                   岡西 三佳  浅野                 

 八木 敬子  戸澤 則子        原 光子  大平 晴美            

 中村     津曲               水谷 良子  吉田 由美  東久留米市民  

 日浦 明子  兵藤 真理子            菅井 明子  今井 崇江  東久留米市民  

 佐藤 美加  田中 明美           井田 礼子  加藤 理沙  府中    

 福嶋 裕美子      恵  竹 子    岡部 美保  山口               

 林 千早  田仲 麻衣子            張 月英  高橋 貴子       

  歌田 智子  斉藤 真由美              別所 智子  大橋 浩美           

  柿崎 明美  高橋 文恵            松崎 君江  浦川 悦子        

  窪田 由美  秋月 須賀子 多摩     多摩        窪田 秀子  長谷川 貴子      

  大松 友子  山本 愛子            稲垣 亜生  佐野 晶子  富士見台  

  園田 聖子  渡邉 圭子     一球一打会    吉井 順子  寺井 郁代  明治神宮外苑       

  夏目 登喜子 梅崎 直子  大正     目白    小林 晶子  松本 彰子                

  殿岡 明恵  齋藤 陽子          府中      小林 陽子  熊沢 泰子  多摩      神崎  

  名倉 久美  京井 朋子        川口 洋子  藤野 和美       

  入澤 成江  寺部 明子        土井 里知子 速水   子  府中   多摩桜 丘  

  高井 由実  大橋 綾子           清水 香  田中 留奈子           

  松田 直美  宮原 景子             長谷川 昌代 馬場 明子     昭和 森  

  白幡 明子  田邉 美知恵     王子様    鎌田 智子  会田 恭子          

  辻口 直子  多田 恵         西原       小林 有子  佐藤 圭子             

  浅海 裕子  人見 節子         山田 真理  加藤 裕美        富士見台  

  山本 聡美  長瀬 紀子              内田     眞木 聖子      

  曽我 智子  染谷 陽子              石井 郁子  長谷部   江          

  田中 久美子 細川 恵子         天野 美恵子 志田 香      桜田 日野市民  

  平山     川島 和江  東宝調布          後藤 幸子  寺山 由美子 富士見台  

  奥本 法子  岡崎 由布子      東大和    春山     田島 千里               

  清水 滋子  鈴木 薫        福川 美佐子 高谷     登戸             

  東條 朋子  橋本 寿子            丸山 有紀子 喜瀬 恵子  東村山市民  

  齊藤 美穂子 大野 朋子  東大和       諸星 幸子  宮下 純子     東大和  

  渡辺 明子  濱本 良子       高松      米山 直美  古澤 直美        東久留米市民 

  細川 薫  八木沢 勢子 神崎 東宝調布    富岡 仁美  中峯 郁子        桜田  

  粕谷 康子  川合 彩子        西山 優子  松本 玲子     桜田     

  池田 由里  長田 美由紀       折橋 享代  早川 千鶴子      

  飯泉 琴代  入舟 由佳         鈴木 府子  土肥 由香       府中    

  大貫 千亜紀 橋本 由紀子           中川 由雅里 永峰 裕子  多摩           

  小池 孝子  杉森 永子      高島平       朝倉 富美子 中野 和子  高松    

  中島 真理  安原 温美  善福寺公園     小山 由佳里 石森     国分寺           

  原 良子  大橋 純子  久我山            宮崎     柴山     日野市民       

  西村 佳子  溝部 美寿紀 昭和 森    水玉        村田 千代  河原 倫世          日野市民  

  谷守 聡子  田口 淳子  登戸        瀧村 洋子  花上 幸子       

     待    組 

 池本 亜紀  奥田 優子              

 岡崎 幸代  青木 真理  東久留米市民  

 飯島 美路  中村 陽子     桜田  

 保坂 利華  渡邉 嘉織       東大和  

 森谷 美紀  丸山 和代  竹 子  

 田辺 由美子 丸茂 優子                 

 辻 雅子  森 裕子       

 由田 百合子 斎藤 貴子  昭和 森     

 稲又 小織  稲垣                

  岸辺 多恵  山本     昭和 森         


