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令和３年度

女性編
75歳以上

4,896名長寿ボウラー番付全
国東 西

長寿ボウラー番付＜Japan Oldest Bowlers' Ranking＞
［令和3年9月1日現在、敬称略］

公益社団法人日本ボウリング場協会では、平成8年（1996年）より毎年、ボウリングを趣味として日頃から定期的に（月1回以上）楽しまれている高齢者（男性編80歳以上／女性編75歳以上、夫婦編年齢合計150歳以上）の方々を、大相撲の番付に見立て『長寿ボウラー番付』として発表。本年度は26年目を迎えました。長寿ボ
ウラーのみなさんは、ボウリングを趣味として、楽しく健康な毎日を過ごしておられる人生の達人です。この番付は、ボウリングを通して、一人でも多くの方に “からだと心の健康づくり”　“仲間づくり”　“生きがいづくり” を実現していただくことを目指しています。　※本年度【男性編】では3,593名、【女性編】では4,896
名を掲載しており、男女合わせた令和3年度の番付掲載者は、8,489名。また【夫婦編】掲載の683組（1,366名）を合わせた延べ人数は9,855名となりました。

電話でお金の話が出たら、家族や友人、警察へ相談を！――警察庁・都道府県警察

発行：公益社団法人 日本ボウリング場協会　http://www.bowling.or.jp/　　協賛：江崎グリコ株式会社

小山　美子 79歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 駒沢　那和子 79歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 張替　トシ子 79歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 高木　美智子 79歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 大庭　愛子 79歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 横山　邦子 79歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店
岩井　鞆子 79歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 大浦　詳子 79歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 本川　征子 79歳 広　島 ・ 広電ボウル 小野　恵美子 79歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 一ノ瀬静江 79歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 浦野　忠子 79歳 東　京 ・ アイビーボウル向島
黒木　勝子 79歳 宮　崎 ・ 西都ヤングボウル 鈴木　由子 79歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 山内　笑子 79歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 平野　スエ子 79歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 松本　ヨシ子 79歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 海老原志ま子 79歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル
高橋　ふみ 79歳 北海道 ・ ディノスボウル帯広 櫻井　恵美子 79歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 寺島　よし子 79歳 石　川 ・ コロナキャットボウル金沢店 葉山　光子 79歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 橋本　梢 79歳 福　岡 ・ フラワーボウル 六鹿　日支子 79歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店
森　　松子 79歳 佐　賀 ・ メリーランドタケオボウル 小口　洋子 79歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト横須賀店 入江　弘子 79歳 京　都 ・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 飯田　郁代 79歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 小堺　記久子 79歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト横須賀店/ボウリング王国スポルト八景店 笹生　康子 79歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル
三増　文子 79歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 有田　綾子 79歳 愛　媛 ・ 保内ボウル 岡本　妙子 79歳 静　岡 ・ 御殿場パークレーンズ 小林　美智子 79歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 滝深　正枝 79歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 田中　寿子 79歳 広　島 ・ ミスズボウル
小池　寿子 79歳 愛　知 ・ 名古屋グランドボウル 藤野　鈴子 79歳 福　岡 ・ フラワーボウル 沢味　スミ子 79歳 石　川 ・ コロナキャットボウル金沢店 水田　眞弓 79歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル 河田　洋子 79歳 東　京 ・ 経堂ボウル 山口　八重子 79歳 北海道 ・ ディノスボウル帯広
楠見　てる子 79歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 倉田　幸子 79歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 斉藤　和子 79歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 松澤　七子 79歳 長　野 ・ ヤングファラオ 遠藤　祀子 79歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 作田　貴子 79歳 茨　城 ・ フジ取手ボウル
金子　喜美子 79歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール 中川　尋子 79歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 井波　英子 79歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 吉岡　ミサ子 79歳 広　島 ・ コロナキャットボウル福山店 中澤　墨子 79歳 福　岡 ・ フラワーボウル 大瀬戸静子 79歳 北海道 ・ 千歳フジボウル
加羽澤康子 79歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 久保　エミヨ 79歳 大　阪 ・ アルゴボウル 原　　秀子 79歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 大山　絢 79歳 沖　縄 ・ マチナトボウル 高橋　紀子 79歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 前田　やす子 79歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル
太田　静子 79歳 北海道 ・ ディノスボウル帯広 井上　和子 79歳 鳥　取 ・ クイーンボウル 横井　広子 79歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 長谷　愛子 79歳 三　重 ・ サンパークレーン 荒木　順子 79歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 吉田　陽子 79歳 東　京 ・ 笹塚ボウル
長尾　きし子 79歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 根本　睦子 79歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 香川　ミヨ子 79歳 山　口 ・ 下関ロイヤルボウル 西沢　静子 79歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 北川　まゆみ 79歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 吉井　洋子 79歳 北海道 ・ 釧路パレスボウル
長島　芳子 79歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 早川　昌子 79歳 神奈川 ・ 相模原パークレーンズ 鈴木　由美子 79歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 高橋　ミヨコ 79歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店 大塚　暉子 79歳 熊　本 ・ 菊陽ボウル 浦野　眞津子 79歳 東　京 ・品川プリンスホテルボウリングセンター
吉田　加知子 79歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 真栄城洋子 79歳 沖　縄 ・ スカイレーン 岩崎　すず代 79歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 鈴木　和代 79歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 野田　征子 79歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 新井　清子 79歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
大森　みつ子 79歳 静　岡 ・ 御殿場パークレーンズ 井関　洋子 79歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 橋本　廸子 79歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 森川　南美 79歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 頼永　幸子 79歳 広　島 ・ 松永ベイボウル 十役　うた子 79歳 青　森 ・ ゆりの木ボウル
中野　深雪 79歳 神奈川 ・ 伊勢原ボウリングセンター 片山　千惠子 79歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 市丸　幸子 79歳 福　岡 ・ 宗像シティボウル 山崎　モト 79歳 沖　縄 ・ スカイレーン 大久津洋子 79歳 北海道 ・ ディノスボウル帯広 石田　正子 79歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン
室伏　昭子 79歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 山田　敏子 79歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 渡辺　アケミ 79歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル 金木　清子 79歳 北海道 ・ 綜合レジャーサンコーボウル 中橋　和子 79歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 原田　千代子 79歳 山　梨 ・ 都留ファミリーボウル
稲永　紀美子 79歳 福　岡 ・ フラワーボウル 高橋　敬子 79歳 宮　城 ・ 気仙沼さくらボウル 杉田　洋子 79歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 永松　順子 79歳 福　岡 ・ フラワーボウル 川原　道代 79歳 佐　賀 ・ メリーランドタケオボウル 池田　和恵 79歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店
入沢　啓子 79歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト横須賀店 清原　万里子 79歳 大　分 ・ OBS BOWL 光岡　孝子 79歳 福　岡 ・ スポルト福岡 岡内　輝代 79歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 吉見　キヨ 79歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 田口　久子 79歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ
丸山　英子 79歳 長　野 ・ ヤングファラオ 白木　節子 79歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 高橋　五十鈴 79歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 田村　友子 79歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 飯島　フク 79歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 宮崎　文子 79歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル
青木　千代子 79歳 山　梨 ・ボウリング王国スポルト南アルプス店 青木　千鶴子 79歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 森　　百合子 79歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 高間　みち子 79歳 愛　知 ・ アソビックスびさい/稲沢グランドボウル 森川　和子 79歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 早川　禮子 79歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル
荒巻　児玉 79歳 福　岡 ・ フラワーボウル 石田　聖子 79歳 長　野 ・ アストロボウル 松岡　ナミ 79歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 後藤　淑子 79歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 中田　敬子 79歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 齋藤　正枝 79歳 栃　木 ・ 足利スターレーン
大武　本子 79歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン 鈴木　禮子 79歳 愛　知 ・ 春日井グランドボウル 新山　福子 79歳 愛　媛 ・ 桑名ボウル 古賀　千代子 79歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 松竹　浜子 79歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 根本　敏子 79歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター
渡辺　勝枝 79歳 静　岡 ・ 神明ボウル 西嶋　和子 79歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 北村　順子 79歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 角田　紀子 79歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 梅山　薫 79歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 荒井　公子 79歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
横内　一美 79歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 平塚　慶子 79歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 山本　仲江 79歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 鈴木　キクエ 79歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島 山縣　敏子 79歳 山　口 ・ 下関ロイヤルボウル 中井　梅子 79歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里
山本　恵子 79歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 菊田　好子 79歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 上江田トミ子 79歳 沖　縄 ・ スカイレーン 島津　佳子 79歳 広　島 ・ 広島パークレーン 伊藤　喜代子 79歳 東　京 ・品川プリンスホテルボウリングセンター 石月　美知子 79歳 長　野 ・ ヤングファラオ
下原　美智子 79歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 森　　恵子 79歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 菊池　和子 79歳 茨　城 ・ 勝田パークボウル 菊地　由美 79歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 霜田　せつ子 79歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 山中　静子 79歳 神奈川 ・ タチバナボウル
吉武　耀子 79歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松 菊池　美江子 79歳 静　岡 ・ トマトボウル 河田　貴子 79歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 川口　文子 79歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 執行　昌恵 79歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 志村　則子 79歳 静　岡 ・ 御殿場パークレーンズ
渡辺　洋子 79歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 鳥居　スミ江 79歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 太田　房子 79歳 広　島 ・ コロナキャットボウル福山店 森　　治代 79歳 静　岡 ・ トマトボウル 國本　俊枝 79歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル 島倉　康子 79歳 茨　城 ・ 勝田パークボウル
根岸　貞子 79歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 鍋島　悦子 79歳 福　岡 ・ フラワーボウル 佐藤　みつ子 79歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 末崎　寿子 79歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル 原島　勝枝 79歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 黒沢　文江 79歳 群　馬 ・ 藤岡ボウル
森　　喜子 79歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 西元　智鳥 79歳 広　島 ・ 広島パークレーン 兼石　千代子 79歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール 姫野　佑子 79歳 大　分 ・ OBS BOWL 加藤　ミチヨ 79歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン 吉永　広子 79歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン
福田　恵美子 79歳 島　根 ・ 出雲会館センターボウル 望月　しづ代 79歳 静　岡 ・ トマトボウル 池田　和重 79歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 中込　和子 79歳 山　梨 ・ボウリング王国スポルト南アルプス店 柳澤　洋子 79歳 長　野 ・ ヤングファラオ 北村　富子 79歳 広　島 ・ コロナキャットボウル福山店
中丸　喜代子 79歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 谷川　恵智子 79歳 北海道 ・ パシフィックボウル 松本　紘子 79歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 飯塚　信子 79歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 近藤　あき子 79歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 高橋　洋子 79歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル
谷島　里江 79歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 津郷　サチ子 79歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 井田　孝子 79歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 宮口　昭子 79歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 坂野　波子 79歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 丹下　通子 79歳 愛　媛 ・ 桑名ボウル
仲江　公子 79歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 藤本　恵子 79歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 宇賀　ひさい 79歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 丹羽　千枝子 79歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 鈴木　富美子 79歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 古賀　春音 79歳 佐　賀 ・ メリーランドタケオボウル
宮原　秀子 79歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 高橋　とよ 79歳 東　京 ・ 東京ドームボウリングセンター 足立　瑞子 79歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 藤　　京子 79歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 伊藤　三千代 79歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島 岸本　東 79歳 愛　媛 ・ 桑名ボウル
斉加　幸子 79歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松 前田　千穂江 79歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 篠田　禮子 79歳 北海道 ・ 厚別パークボウル 鷲見　美智子 79歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 尾形　弘子 79歳 福　島 ・ 福島オークラボウル 吉田　キミ子 79歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス
佐々木怜子 79歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 吉川　タケ子 79歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 太田　清子 79歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 中村　サチ子 79歳 福　岡 ・ フラワーボウル 小林　チト子 79歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 川崎　弘子 79歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ
森下　杳子 79歳 静　岡 ・ ビラ江戸屋ボウル 末吉　五代 79歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 片岩　マサ江 79歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 若井　チズコ 79歳 広　島 ・ 広島パークレーン 奥山　たゑ子 79歳 宮　城 ・ コロナキャットボウル仙台店 三木　満代 79歳 香　川 ・ MG-BOWL
中根　信子 79歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 菊地　ミヨシ 79歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 佐生　里子 79歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター 浦田　宣子 79歳 福　岡 ・ 小嶺シティボウル 今井　貴子 79歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店 本間　睦子 79歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル
坂井田郁乃 79歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 比屋定初枝 79歳 沖　縄 ・ スカイレーン 中島　好江 79歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 川口　泰子 79歳 大　分 ・ OBS BOWL 真中　ふくい 79歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 原　　聖子 79歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ
村木　マサ子 79歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 関野　菊江 79歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 田上　アツ子 79歳 熊　本 ・ 松橋ボウリングセンター 清水　美恵子 79歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島 夏目　吉子 79歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 笹川　洋子 79歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル
勝野　静子 79歳 神奈川 ・ タチバナボウル 横山　和子 79歳 奈　良 ・ オプトボウルタカダ 三好　孝子 79歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 大川　光代 79歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 前田　瑞恵 79歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 和田　愛子 79歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン
松隈　恒代 79歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 市橋　宮子 79歳 神奈川 ・ 神奈中平塚ボウル 鈴木　カツエ 79歳 北海道 ・ 釧路パレスボウル 冨山　敏子 79歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 宮地　勢津子 79歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 桜井　久子 79歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ
杉本　ヒロ子 79歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 中村　蓉子 79歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 伊東　芳子 79歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 長谷川静子 79歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 中島　佳寿美 79歳 福　岡 ・ フラワーボウル 斉藤　ミツ 79歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島
布施　美智子 79歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 佐々木のり子 79歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 児玉　ミチエ 79歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 浜田　智恵子 79歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 波多野紘子 79歳 東　京 ・ 経堂ボウル 浜野　節子 79歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル
澤田　恵美子 79歳 大　阪 ・ アルゴボウル 竹川　佳代 79歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 酒井　恵子 78歳 埼　玉 ・ 春日部ターキーボウル 上林　敬子 78歳 長　野 ・ ラウンドワンスタジアム長野店 久間　房枝 78歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル 奥村　カツ子 78歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店
吉崎　千鶴子 78歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 山崎　孝子 78歳 香　川 ・ MG-BOWL 田中　昭子 78歳 福　岡 ・ フラワーボウル 湯徳　よし子 78歳 神奈川 ・ 相模原パークレーンズ 佐藤　勝子 78歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 山田　和子 78歳 群　馬 ・ パークレーン高崎
國嶋　勝代 78歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 永野　千代子 78歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 中島　訓世 78歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 熊谷　敏子 78歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 粕谷　ケイ子 78歳 群　馬 ・ 藤岡ボウル 片岡　廣子 78歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル
西村　みよ子 78歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 谷村　幸子 78歳 富　山 ・ 立山グランドボウル 清水　三枝 78歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター 熊谷　玲子 78歳 宮　城 ・ 気仙沼さくらボウル 合田　冨子 78歳 埼　玉 ・ ジョイナスボウル 戸田　貞子 78歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本
今村　千里 78歳 熊　本 ・ LTBボウル水前寺 矢野　弌子 78歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 依田　規江 78歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 伊藤　よし子 78歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル 高山　数枝 78歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 加埼　洋子 78歳 埼　玉 ・ SAP草加ボウル
板垣　孝子 78歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 滝沢　千惠子 78歳 東　京 ・ 立川スターレーン 大舘　のり子 78歳 青　森 ・ ゆりの木ボウル 野崎　昌子 78歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 井上　一江 78歳 福　岡 ・ フラワーボウル 坂　　和江 78歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル
寺嶋　禮子 78歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 辻　　尚子 78歳 三　重 ・ サンパークレーン 高橋　惇子 78歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル 町羽　玲子 78歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 加藤　美穂子 78歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 大野　幸子 78歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン
古川　興子 78歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 高橋　恵實子 78歳 鹿児島 ・ サンライトゾーン 北野　俊子 78歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 峰尾　綾子 78歳 大　分 ・ OBS BOWL 奥野　邦子 78歳 神奈川 ・ 伊勢原ボウリングセンター 永仮　順子 78歳 鹿児島 ・ サンライトゾーン
篠田　あさ子 78歳 大　分 ・ OBS BOWL 川村　隆子 78歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 鈴木　貞子 78歳 群　馬 ・ 藤岡ボウル 村瀬　暁美 78歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 土屋　芳子 78歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 佐藤　啓子 78歳 愛　知 ・ 春日井グランドボウル
河原　光子 78歳 山　口 ・ 下関ロイヤルボウル 村山　弘子 78歳 静　岡 ・ トマトボウル 杉村　房子 78歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 上田　マツ代 78歳 大　阪 ・ アルゴボウル 池田　美枝子 78歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 川崎　紘子 78歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン
小沼　留津子 78歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 高木　イク子 78歳 茨　城 ・ 日立ボウルクレーン 斉藤　三重子 78歳 北海道 ・ 苫小牧中央ボウル 野崎　逸子 78歳 三　重 ・ サンパークレーン 森下　久代 78歳 静　岡 ・ 掛川毎日ボウル 大谷　恵美子 78歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン
杉浦　としゑ 78歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 坂本　佳世 78歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル 小林　弘枝 78歳 長　野 ・ ヤングファラオ 武藤　清子 78歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 玉井　正江 78歳 神奈川 ・ 川崎グランドボウル 浅見　ます子 78歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店
塙　　伶子 78歳 東　京 ・ 東京ドームボウリングセンター 佐藤　秀子 78歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 松本　君江 78歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 吉田　かつ子 78歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 林　　博子 78歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 藤森　奈津江 78歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
門田　茂子 78歳 東　京 ・ 立川スターレーン 平高　和子 78歳 広　島 ・ コロナキャットボウル福山店 伊藤　宏子 78歳 神奈川 ・ 相模原パークレーンズ 佐田　チエ 78歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 坂元　キミエ 78歳 福　岡 ・ フラワーボウル 山口　和子 78歳 茨　城 ・ 大学ボウル水戸店
平松　好子 78歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 橋本　幸子 78歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里 吉田　妙子 78歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 浦木　啓子 78歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 浅野　増美 78歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 竹本　好子 78歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル
生田　久和子 78歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 曽我　宥子 78歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル 都築　昭子 78歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 吉田　栄子 78歳 福　島 ・ ボウリング王国スポルト平店 原　　信子 78歳 神奈川 ・ 相模原パークレーンズ 武藤　孝恵 78歳 岐　阜 ・ 関ボウリングセンター
釜田　和子 78歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 江川　敏子 78歳 東　京 ・ 立川スターレーン 黒田　純子 78歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 反町　美恵子 78歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 武田　アツコ 78歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 大西　美紀子 78歳 東　京 ・ 経堂ボウル
伊藤　すみゑ 78歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 田中　幸子 78歳 三　重 ・ サンパークレーン 君島　敬枝 78歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 田村　恵美枝 78歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 大宮　芳子 78歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 稲垣　高子 78歳 岐　阜 ・ 多治見パークレーンズ
菅嶋　ヒロ子 78歳 熊　本 ・パスカワールド　グリーンランド店 久田　純子 78歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 河野　佳子 78歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 安達　葉子 78歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 宇内　喜代子 78歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル 初見　照子 78歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル
山田　卓子 78歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 中島　照枝 78歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ 江守　明子 78歳 石　川 ・ コロナキャットボウル金沢店 青木　志保美 78歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル 大和　操子 78歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 中村　節子 78歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店
吉峯　末野 78歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 高橋　久子 78歳 広　島 ・ 広島パークレーン 黒崎　千佳子 78歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 山崎　ヤス子 78歳 東　京 ・品川プリンスホテルボウリングセンター 春日　カツイ 78歳 静　岡 ・ 神明ボウル 山下　タキ 78歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン
山本　マサ子 78歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 永田　園子 78歳 静　岡 ・ 掛川毎日ボウル 増田　富美枝 78歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 小林　佐代子 78歳 長　野 ・ ヤングファラオ 赤荻　亜紀子 78歳 福　岡 ・ フラワーボウル 友澤　奈多子 78歳 愛　媛 ・ 桑名ボウル
別府　喜代子 78歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル 財津　節子 78歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 中山　弘美 78歳 長　野 ・ ラウンドワンスタジアム長野店 吉岡　三重子 78歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 高橋　和子 78歳 北海道 ・ 釧路パレスボウル 山越　きみ子 78歳 三　重 ・ サンパークレーン
金野　けい子 78歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 吉田　久美子 78歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店 浅井　悦子 78歳 神奈川 ・ ハマボール 永峰　珠代 78歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 井上　久美子 78歳 島　根 ・ 出雲会館センターボウル 山下　光枝 78歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン
田辺　幸恵 78歳 大　阪 ・ アルゴボウル 斎藤　トシ 78歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 織田　昭子 78歳 愛　知 ・知立イーグルボウル/コロナキャットボウル安城店 石松　里子 78歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 皆川　須磨子 78歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 中邨　柞子 78歳 大　阪 ・ 神崎川ダイドーボウル
山本　節子 78歳 青　森 ・ ゆりの木ボウル 平光　知子 78歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 豊田　さと子 78歳 埼　玉 ・ SAP草加ボウル 武藤　孝恵 78歳 岐　阜 ・ マーサボウル 飯田　定子 78歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 原　　初恵 78歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン
清水　好子 78歳 福　岡 ・ 七隈ファミリープラザ 斉藤　文恵 78歳 茨　城 ・ 勝田パークボウル 木村　幸枝 78歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 鈴木　晃代 78歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 加藤　千代子 78歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 鈴木　千恵子 78歳 静　岡 ・ 袋井グランドボウル
横田　道枝 78歳 広　島 ・ 広電ボウル 津々木征子 78歳 熊　本 ・ 菊陽ボウル 石川　恵美子 78歳 北海道 ・ 苫小牧中央ボウル 本間　恵子 78歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 黒沢　昌子 78歳 茨　城 ・ 日立ボウルクレーン 武谷　良子 78歳 福　岡 ・ フラワーボウル
石渡　弘子 78歳 東　京 ・品川プリンスホテルボウリングセンター 麻生　満千子 78歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン 小野　恭子 78歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 渡辺　一枝 78歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 村上　美智子 78歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 朝井　由美子 78歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル
堀田　さかえ 78歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 森井　光子 78歳 広　島 ・ 広電ボウル 佐竹　靖子 78歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 金子　朝子 78歳 東　京 ・ 品川プリンスホテルボウリングセンター 岡村　典子 78歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店 金内　キミ子 78歳 大　分 ・ OBS BOWL
澤田　洋子 78歳 大　分 ・ OBS BOWL 竹内　幸江 78歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ/コロナキャットボウル中川店 高橋　節子 78歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 寺田　妙子 78歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル 白崎　和子 78歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 板楠　江美子 78歳 熊　本 ・ 菊陽ボウル
北場　美枝子 78歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ 杉山　智子 78歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 小林　倫子 78歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 大垣　克江 78歳 東　京 ・ 立川スターレーン 重松　美代子 78歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 宮田　澄子 78歳 埼　玉 ・ SAP草加ボウル
今堀　多恵子 78歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 成田　範子 78歳 福　岡 ・小嶺シティボウル/折尾スターレーン 原田　直子 78歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 城田　羊子 78歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 徳江　静子 78歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店 上田　恵美子 78歳 大　分 ・ OBS BOWL
増冨　シズコ 78歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 吉田　安都子 78歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター 新田　詔子 78歳 愛　知 ・ 名古屋グランドボウル 内藤　享江 78歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル 渡辺　はつ倭 78歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 河浦　敬子 78歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル
折戸　賢子 78歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 川上　栄子 78歳 北海道 ・ 釧路パレスボウル 林　　聡子 78歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 毛利　恭子 78歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 後藤　久美子 78歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 小野　ヨシ子 78歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
山田　昭子 78歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 亀井　恵美 78歳 広　島 ・ 広島パークレーン 長沼　四十三 78歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 橋本　直子 78歳 大　分 ・ OBS BOWL 古川　光子 78歳 青　森 ・ ゆりの木ボウル 鈴木　瑞恵 78歳 北海道 ・ 釧路パレスボウル
立石　三枝子 78歳 福　岡 ・ フラワーボウル 木村　弘子 78歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 松本　千恵子 78歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン 浜島　冨美子 78歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 平井　たつ子 78歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 杉山　好子 78歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル
池田　恵美子 78歳 広　島 ・ 広電ボウル 竹中　邦子 78歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 片桐　詔子 78歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター 山崎　律子 78歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 名古屋延子 78歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 山田　みつ子 78歳 東　京 ・ アイビーボウル向島
足立　久子 78歳 岐　阜 ・ 関ボウリングセンター 安原　智江 78歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 井川　のぶ子 78歳 長　野 ・ アピナボウル安曇野店 舛添　良子 78歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 島田　正惠 78歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 安藤　信子 78歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル
横田　千代子 78歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 浦和　喜久枝 78歳 静　岡 ・ 神明ボウル 渡辺　玲子 78歳 北海道 ・ ディノスボウル帯広 加納　和子 78歳 茨　城 ・ フジ取手ボウル 森本　幸枝 78歳 山　梨 ・ボウリング王国スポルト南アルプス店 西山　静江 78歳 長　野 ・ ヤングファラオ
若杉　アツ子 78歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 沼田　由子 78歳 茨　城 ・ 大学ボウル土浦本店 宮崎　裕子　 78歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 大鹿　緋佐子 78歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 前野　和子 78歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 児島　恵美子 78歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店
福田　チエ子 78歳 沖　縄 ・ スカイレーン 西本　直子 78歳 富　山 ・ 立山グランドボウル 土山　長子 78歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 志宇知絲江 78歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 竹本　洋子 78歳 北海道 ・ パシフィックボウル 新井　幸子 78歳 富　山 ・ 立山グランドボウル
前原　勝子 78歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 竹野　千恵子 78歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 仲保　まさ子 78歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 坂田　広子 78歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 後藤　カツ子 78歳 千　葉 ・ 北小金ボウル 千葉　とし子 78歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル
君塚　優子 78歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 石黒　誠子 78歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 山田　敦子 78歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 阿賀谷操 78歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 槇原　繁美 78歳 大　阪 ・ アルゴボウル 秋江　朝子 78歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島
武田　智子 78歳 北海道 ・ ディノスボウル札幌麻生 深本　敦子 78歳 静　岡 ・ トマトボウル 黒川　紀子 78歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 矢次　洋子 78歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 齊藤　妙子 78歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 佐久間和代 78歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル
森　　正子 78歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 野村　菩恵 78歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 菅野　陽子 78歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 白井　光子 77歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 川内　真智子 77歳 福　岡 ・ スポルト福岡 伴仲　宜子 77歳 茨　城 ・ 大学ボウル水戸店
安達　テイ子 77歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 河野　富美子 77歳 香　川 ・ MG-BOWL 弓削　美智子 77歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 菅原　恭子 77歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 安井　小夜子 77歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 紺野　清子 77歳 東　京 ・ 平和島スターボウル
田中　美智子 77歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 重枝　操 77歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール 平塚　禮子 77歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 平野　信子 77歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 武山　早苗 77歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 泉　　昌子 77歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス
岡本　竜子 77歳 静　岡 ・ 掛川毎日ボウル 古田　徳子 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 根本　則子 77歳 茨　城 ・ 勝田パークボウル 森　　清子 77歳 福　岡 ・ スポルト福岡 高橋　和ゑ 77歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店 稲垣　松乃 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店
藤井　アイ 77歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール 副島　千鶴子 77歳 佐　賀 ・ メリーランドタケオボウル 倉品　修美 77歳 埼　玉 ・ 春日部ターキーボウル 奥寺　静江 77歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル 立松　たつ代 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 西川　弘子　 77歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ
片岸　博子 77歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 熊澤　富枝 77歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 吉井　満智子 77歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 小林　洋子 77歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 斉藤　弘子 77歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 山口　千代子 77歳 徳　島 ・ スエヒロボウル
菊地　康子 77歳 茨　城 ・ 大学ボウル水戸店 西野　アキ子 77歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 花島　和子 77歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 田崎　厚子 77歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 深村　笑子 77歳 福　岡 ・ スポルト福岡 花井　佐知子 77歳 愛　知 ・ 半田グランドボウル
岩野　美千代 77歳 福　岡 ・小嶺シティボウル/折尾スターレーン 鶴長　満子 77歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 矢津田黎子 77歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 高杉　道子 77歳 熊　本 ・ LTBボウル水前寺 宮崎　千枝子 77歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 小林　芳江 77歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル
渡辺　洋子 77歳 東　京 ・ 高田馬場グランドボウル 長谷部一枝 77歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 安藤　妙子 77歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 加賀　末子 77歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 中村　八代 77歳 三　重 ・ サンパークレーン 高橋　友子 77歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島
山田　登紀子 77歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 笠間　良子 77歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 小林　米子 77歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 池谷　祥子 77歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 棚井　邦子 77歳 三　重 ・ サンパークレーン 武藤　栄子 77歳 千　葉 ・ 北小金ボウル
田島　保江 77歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン 畠山　一枝 77歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 中島　智加子 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 大井　清子 77歳 静　岡 ・ 神明ボウル 菊池　香代子 77歳 福　岡 ・ フラワーボウル 川田　佳主子 77歳 東　京 ・ 笹塚ボウル
菅野　日出子 77歳 大　分 ・ OBS BOWL 吉野　和子 77歳 佐　賀 ・ メリーランドタケオボウル 尾川　厚美 77歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 倉本　康江 77歳 広　島 ・ 広島パークレーン 植原　良子 77歳 広　島 ・ コロナキャットボウル福山店 高安　美子 77歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン
内堀　ミツエ 77歳 福　岡 ・ フラワーボウル 佐藤　敦子 77歳 広　島 ・ コロナキャットボウル福山店 大木　静香 77歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ 内田　照子 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 柏　　悦子 77歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 中村　幸子 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店
高橋　美紀子 77歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 岩村　洋子 77歳 青　森 ・ ゆりの木ボウル 小塚　昭代 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 浅井　孝子 77歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 篠田　ひろみ 77歳 京　都 ・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 佐藤　知恵子 77歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール
田島　志津子　 77歳 栃　木 ・ 足利スターレーン 安田　衣里 77歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 渡　　邦江 77歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 長縄　廣子 77歳 岐　阜 ・ 多治見パークレーンズ 石田　雅子 77歳 茨　城 ・ フジ取手ボウル 伊藤　紘子 77歳 三　重 ・ アソビックスあさひ
山田　富士子 77歳 岐　阜 ・ 関ボウリングセンター 桑原　絢子 77歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 松田　夏代 77歳 奈　良 ・ オプトボウルタカダ 水野　晃子 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 光井　慶子 77歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル 宇部　恵子 77歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン
横田　敏枝 77歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 小池　幸子 77歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 今福　美知子 77歳 佐　賀 ・ メリーランドタケオボウル 山賀　喜美江 77歳 神奈川 ・ タチバナボウル 髙塩　啓子 77歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 塚原　美代子 77歳 岐　阜 ・ 関ボウリングセンター
鶴田　ハナ子 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 小林　弘子 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店 倉内　吉子 77歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 上田　省子 77歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 児島　孝子 77歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 昌谷　美代子 77歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島
横山　陽子 77歳 福　島 ・ 福島オークラボウル 上原　スミ子 77歳 沖　縄 ・ スカイレーン 石原　末子 77歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 塚本　トシ子 77歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 宮崎　紘子 77歳 福　岡 ・ 七隈ファミリープラザ 加藤　もと子 77歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ
木村　倫子 77歳 大　阪 ・ アルゴボウル 井土　多恵子 77歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 垣花　洋子 77歳 沖　縄 ・ マチナトボウル 武居　真喜子 77歳 東　京 ・ 中野サンプラザボウル 勝又　俊子 77歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 田中　京子 77歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル
宮下　房枝 77歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 西村　昭子 77歳 静　岡 ・ 御殿場パークレーンズ 山田　ふみ子 77歳 長　野 ・ アピナボウル安曇野店 屋島　節子 77歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 昆野　輝子 77歳 宮　城 ・ 気仙沼さくらボウル 石嵜　芙美子 77歳 東　京 ・ アイビーボウル向島
増井　文子 77歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 安藤　久子 77歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 松永　幸子 77歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン 宮原　啓子 77歳 広　島 ・ コロナキャットボウル福山店 赤坂　佳代子 77歳 宮　城 ・ 気仙沼さくらボウル 松本　愛子 77歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル
糸川　安子 77歳 和歌山 ・ 新宮東宝ボウル 森宮　公子 77歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 林　　夕起子 77歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 高橋　康子 77歳 広　島 ・ コロナキャットボウル福山店 斉藤　定子 77歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 宮本　孝子 77歳 福　岡 ・ 七隈ファミリープラザ
渥美　敏子 77歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 木戸　紀子 77歳 広　島 ・ 広電ボウル 吉村　ツグ 77歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 中川　久枝 77歳 滋　賀 ・ 栗東ボウリング・ジム 河野　幸子 77歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル 橋本　優子 77歳 静　岡 ・ トマトボウル
坂井　昭子 77歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 古賀　文子 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 村元　良子 77歳 東　京 ・品川プリンスホテルボウリングセンター 藤尾　幸子 77歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 大西　澄子 77歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 川村　洋司子 77歳 茨　城 ・ 大学ボウル水戸店
前田　博子 77歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 実重　静子 77歳 鳥　取 ・ 米子YSPボウル 勝田　キヨ子 77歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 斉藤　節子 77歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 渥美　和津子 77歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 佐藤　トメ子 77歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル
増田　貞子 77歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 立木　ひでみ 77歳 大　分 ・ OBS BOWL 藤沢　弘子 77歳 香　川 ・ 太洋ボウル 轟木　淳子 77歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター 小田　マツ子 77歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 海老原道子 77歳 千　葉 ・ 北小金ボウル
渡辺　澄子 77歳 島　根 ・ 益田ボウリング 早坂　福江 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 丸田　勝代 77歳 長　野 ・ ヤングファラオ 斉藤　登美子 77歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 植松　春代 77歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 尾澤　きよ 77歳 山　梨 ・ボウリング王国スポルト南アルプス店
真子　冨美子 77歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 神保　昭子 77歳 香　川 ・ 太洋ボウル 田中　民子 77歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 木佐　喜代子 77歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 森川　小夜子 77歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 佐瀬　勝子 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店
小島　とも子 77歳 岐　阜 ・ 関ボウリングセンター 松尾　頼子 77歳 広　島 ・ 広島パークレーン 土谷　直子 77歳 広　島 ・ 広島パークレーン 加藤　仁美 77歳 熊　本 ・ LTBボウル水前寺 沓掛　洋子 77歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 関　　フミヨ 77歳 福　岡 ・ フラワーボウル
清水　民子 77歳 長　野 ・ ヤングファラオ 中内　洋子 77歳 茨　城 ・ スポーレボウル 田柳　和子 77歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 糸洲　君子 77歳 沖　縄 ・ スカイレーン 蒲　　巴 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 鈴木　登志子 77歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川
早川　勝子 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 荻原　ヨシ子 77歳 群　馬 ・ 藤岡ボウル 河合　初恵 77歳 愛　知 ・ 岡崎グランドボウル 磯部　千浜 77歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 臼井　すみ子 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 買場　洋子 77歳 富　山 ・ 立山グランドボウル
塚田　康代 77歳 栃　木 ・ 宇都宮第二トーヨーボウル 田里　ミツ子 77歳 沖　縄 ・ 北谷ボウル 白金　道子 77歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 鶴　　かよこ 77歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 川野　ちえ 77歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 金岡　久美子 77歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル
坂本　良子 77歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 佐藤　タカ子 77歳 茨　城 ・ フジ取手ボウル 寺尾　春子 77歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 土田　恵子 77歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島 足立　澄枝 77歳 大　分 ・ OBS BOWL 小林　勝子 77歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル
明石　美恵子 77歳 栃　木 ・ 足利スターレーン 中嶋　道子 77歳 静　岡 ・ 神明ボウル/トマトボウル 菊池　靖子 77歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 巾田　和子 77歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 東島　幸子 77歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 佐々木ゆき子 77歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン
古閑　育子 77歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 島津　節子 77歳 神奈川 ・ ハマボール 大橋　晴美 77歳 京　都 ・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 泰地　京子 77歳 埼　玉 ・ ジョイナスボウル 白坂　光子 77歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル 加藤　セツ子 77歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ
小山　春子 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 中山　ルリ子 77歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 熊野　尚子 77歳 香　川 ・ 太洋ボウル 木村　弘子 77歳 滋　賀 ・ 栗東ボウリング・ジム 鈴木　宣子 77歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 一ノ宮順子 77歳 大　阪 ・ アルゴボウル
足立　智恵子 77歳 奈　良 ・ オプトボウルタカダ 吉野　佐代子 77歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 早野　一代 77歳 茨　城 ・ スポーレボウル 大戸　ヨネ子 77歳 福　島 ・ 福島オークラボウル 春日　麗 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 木内　のり子 77歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店
岡崎　多江子 77歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 牧野　道香 77歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 川島　一子 77歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 櫛毛　百合代 77歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 酒井　セツ子 77歳 静　岡 ・ 神明ボウル 安井　節子 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店
豊岡　敦子 77歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 掛橋　イツ子 77歳 佐　賀 ・ メリーランドタケオボウル 山崎　喜美江 77歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 堀江　千里 77歳 広　島 ・ 広島パークレーン 小林　礼子 77歳 東　京 ・ SAP日野ボウル 目代　扶佐子 77歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン
河村　妙子 77歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 小笠原友子 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 古川　孝子 77歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 幡野　玲子 77歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 生島　加津子 77歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 三木田宏江 77歳 徳　島 ・ スエヒロボウル
石川　久枝 77歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 渡辺　美智子 77歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 佐藤　芳子 77歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 秋山　登志恵 77歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 島原　喜久子 77歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店 山口　和子 77歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル
杉本　幸子 77歳 埼　玉 ・ ジョイナスボウル 太田　美千子 77歳 東　京 ・ 西東京レーン 沖　　アキエ 77歳 広　島 ・ 広島パークレーン 鈴木　勝子 77歳 群　馬 ・ 藤岡ボウル 森山　美津枝 77歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ/コロナキャットボウル中川店 甲斐　佐代子 77歳 大　分 ・ OBS BOWL
市川　初江 77歳 千　葉 ・ 北小金ボウル 橋本　伸子 77歳 栃　木 ・ 足利スターレーン 瀬古沢文子 77歳 茨　城 ・ 大学ボウル土浦本店 浮田　八重子 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 高橋　澄江 77歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 井手　シゲ子 77歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル
加藤　邦子 77歳 三　重 ・ サンパークレーン 平井　文代 77歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター 瀧下　勝代 77歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 林　　かほる 77歳 奈　良 ・ オプトボウルタカダ 川口　高子 77歳 大　分 ・ OBS BOWL 尾方　康子 77歳 東　京 ・ 荻窪ボウル
菅沼　照子 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 香取　文子 77歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 伊藤　妙子 77歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル/毎日ボウル芳川 藤野　勝代 77歳 福　岡 ・ スポルト福岡 中根　好江 77歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 星野　トク 77歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン
上野　啓子 77歳 愛　知 ・ 半田グランドボウル 溝江　ミツエ 77歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル 片山　喜代子 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 宮村　敏枝 77歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 堤　　のり子 77歳 福　岡 ・ スポルト福岡 及川　由美子 77歳 北海道 ・ 釧路パレスボウル
山田　裕子 77歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 福崎　カツ子 77歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松 天野　愛子 77歳 福　岡 ・ スポルト福岡 佐藤　カツ子 77歳 大　分 ・ OBS BOWL 小松　和子 77歳 千　葉 ・ 北小金ボウル 加納　いつ子 77歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル
笹村　幸子 77歳 富　山 ・ 高岡スカイボウル 久保田富子 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 小林　タエ子 77歳 宮　崎 ・ サンボウル 今井　かつ 77歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 石田　昌子 77歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 山田　美智子 77歳 広　島 ・ 広電ボウル
小島　和代 77歳 福　岡 ・ フラワーボウル/太宰府Jボウル 細谷　八千代 77歳 群　馬 ・ 藤岡ボウル 加藤　ふみ子 77歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 大西　満智子 77歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 清水　澄江 77歳 神奈川 ・ タチバナボウル 永田　悦子 77歳 福　岡 ・ フラワーボウル
石井　良子 77歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 水谷　乃武子 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 落合　郁子 76歳 静　岡 ・ 神明ボウル/トマトボウル 安倍　千佳子 76歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 黒子　史子 76歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 中野　清子 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店
井上　和代 76歳 広　島 ・ 広島パークレーン 川原　順子 76歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 川良　晴代 76歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 川崎　悦子 76歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 川口　光子 76歳 広　島 ・ 広島パークレーン 藤井　秀子 76歳 三　重 ・ アソビックスあさひ
菊地　とよ子 76歳 栃　木 ・ 王冠ボウル 久松　昭子 76歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 団　　文子 76歳 富　山 ・ 立山グランドボウル 野田　壽子 76歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 森岡　真喜子 76歳 北海道 ・ ディノスボウル帯広 岡田　礼子 76歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ
夏目　千代子 76歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 河野　其江 76歳 島　根 ・ 益田ボウリング 椎葉　次代 76歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 内山　静子 76歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 葛原　敦子 76歳 香　川 ・ 太洋ボウル 南里　典子 76歳 長　崎 ・西肥シルバーボウル/パラダイスボウル
影山　昌子 76歳 広　島 ・ ミスズボウル 高木　英子 76歳 愛　知 ・ 名古屋グランドボウル 得能　美代子 76歳 広　島 ・ 広島パークレーン 石黒　陽子 76歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 小山　幸子 76歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 大林　祐子 76歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ
飯田　信子 76歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 北岡　治子 76歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 田中　真知子 76歳 佐　賀 ・ メリーランドタケオボウル 本間　時枝 76歳 東　京 ・ 品川プリンスホテルボウリングセンター 板橋　功子 76歳 栃　木 ・ 足利スターレーン 水野　榮子 76歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル
森田　ミツエ 76歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル 山村　レイ子 76歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 下地　邦子 76歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 塚原　勝江 76歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 磯村　幸子 76歳 福　岡 ・ 七隈ファミリープラザ 神尾　国子 76歳 福　岡 ・ フラワーボウル
竹中　栄子 76歳 愛　媛 ・ 桑名ボウル 松浦　まさ子 76歳 静　岡 ・ 神明ボウル 橋本　季美 76歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 新田　カツヨ 76歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 土屋　千寿 76歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 佐藤　陽子 76歳 東　京 ・ 経堂ボウル
栗橋　幸子 76歳 青　森 ・ ゆりの木ボウル 野村　節子 76歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 上江洌幸子 76歳 沖　縄 ・ スカイレーン 川島　弘子 76歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 荻野　千江子 76歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 福田　方美 76歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川
中曽　征子 76歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 中村　多津子 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 飯田　寿子 76歳 東　京 ・品川プリンスホテルボウリングセンター 大野　トシ子 76歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 駒田　勝子 76歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 角　　栄子 76歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン
田中　紀久子 76歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 西郡　奉美 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 得本　京子 76歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール 鍋倉　敏子 76歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 有本　房恵 76歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 越智　幸子 76歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル
小川　秀子 76歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 永井　元枝 76歳 山　梨 ・ボウリング王国スポルト南アルプス店 武田　紀子 76歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 山本　八重子 76歳 静　岡 ・ 袋井グランドボウル 矢野　カネ子 76歳 岡　山 ・ ネグザスボウル 渡辺　加津子 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店
守谷　禮子 76歳 長　野 ・ ラウンドワンスタジアム長野店 乾　　トミコ 76歳 愛　知 ・ 幸田セントラルボウル 斉藤　和子 76歳 静　岡 ・ 御殿場パークレーンズ 山畑　フジ 76歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 山口　とし子 76歳 岐　阜 ・ マーサボウル 小山　明子 76歳 栃　木 ・ 足利スターレーン
大槻　敏子 76歳 茨　城 ・ 大学ボウル土浦本店 岡　　博子 76歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 学所　薫 76歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 善倉　洋子 76歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 難波　トシミ 76歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 嘉山　國子 76歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン
高田　リエ 76歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 原　　靖子 76歳 福　岡 ・ スポルト福岡 熊谷　美江子 76歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 松尾　美保子 76歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル 荒井　幸子 76歳 東　京 ・ 立川スターレーン 赤坂　勝子 76歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル
今井　瑠美子 76歳 新　潟 ・ サウンドボウル見附店 黒川　咲枝 76歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 秋元　春子 76歳 栃　木 ・ 王冠ボウル 木下　光子 76歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 辻　　頼子 76歳 静　岡 ・ 御殿場パークレーンズ 田中　志津江 76歳 三　重 ・ アソビックスあさひ
押川　ケイ子 76歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 平野　久子 76歳 三　重 ・ サンパークレーン 浅井　千鶴子 76歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 中根　美智子 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 原田　良子 76歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール 北山　洋子 76歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン
假屋原藤子 76歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 飯森　京子 76歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 土門　多恵子 76歳 埼　玉 ・ 春日部ターキーボウル 楢崎　揚子 76歳 福　岡 ・ スポルト福岡 木村　宏子 76歳 栃　木 ・ 足利スターレーン 藤井　薫 76歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル
田中　勝子 76歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 呉本　たつ子 76歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 野島　宮子 76歳 東　京 ・ 経堂ボウル 有田　政子 76歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 生田　アサヨ 76歳 神奈川 ・相模ファーストレーン/相模原パークレーンズ 山根　早苗 76歳 鳥　取 ・ 米子YSPボウル
杉崎　陽子 76歳 福　岡 ・ フラワーボウル 丸山　宏子 76歳 北海道 ・ 釧路パレスボウル 米山　京子 76歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 浦口　雅衣 76歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 宮本　和子 76歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 池本　智恵子 76歳 北海道 ・ 千歳フジボウル
平川　順子 76歳 山　口 ・ ボウリングの・森 伊藤　恵美子 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 杉本　紀子 76歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 水野　豊子 76歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 木下　和子 76歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 正木　民子 76歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル
吉本　香代子 76歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 河合　恵美子 76歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 榎本　ミヨ子 76歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 村松　済恵 76歳 山　梨 ・ボウリング王国スポルト南アルプス店 安藤　勝子 76歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 佐野間幸子 76歳 群　馬 ・ 藤岡ボウル
濱武　礼子 76歳 福　岡 ・ フラワーボウル 保利　キヌ子 76歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター 百瀬　多津子 76歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 高橋　紀子 76歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 梅木　千恵子 76歳 福　岡 ・ フラワーボウル 田中　操 76歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル
粕谷　政子 76歳 埼　玉 ・ 新狭山グランドボウル 矢野間和子 76歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 笹　　八重子 76歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 古田　澄子 76歳 静　岡 ・ 袋井グランドボウル 中島　クニ子 76歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 安藤　昌子 76歳 大　分 ・ OBS BOWL
多嶋田靖子 76歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 野村　勝代 76歳 熊　本 ・パスカワールド　グリーンランド店 木村　八千代 76歳 広　島 ・ 広電ボウル 黒川　喜美子 76歳 岐　阜 ・ マーサボウル 瀧瀬　町子 76歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 大野　津代子 76歳 大　分 ・ OBS BOWL
山本　文子 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 長田　フミ子 76歳 山　口 ・ 下関ロイヤルボウル 千野　静子 76歳 東　京 ・ 高田馬場グランドボウル 高野　和子 76歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 中村　紀子 76歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 小山　喜美子 76歳 東　京 ・ 高尾スターレーン
国吉　マサ子 76歳 沖　縄 ・ スカイレーン 鈴木　春江 76歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ 勢司　春江 76歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 矢田　信子 76歳 三　重 ・ 鈴鹿グランドボウル 山口　礼子 76歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 東　　良子 76歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ
加藤　敏子 76歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 守屋　つね子 76歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 小木曽元代 76歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 渡辺　文子 76歳 福　岡 ・ スポルト福岡 佐渡　八重子 76歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン 橋本　勝子 76歳 愛　知 ・ アソビックスびさい
坂井　吹子 76歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 岩沢　カツ子 76歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター 田志　八重美 76歳 福　岡 ・ スポルト福岡 伊藤　恭子 76歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 桐畑　武子 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 森　　喜和江 76歳 香　川 ・ スエヒロボウル
久保　照子 76歳 栃　木 ・ 足利スターレーン 千葉　トミ 76歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 梅木　富江 76歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 瀧澤　京子 76歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 田中　茂子 76歳 岐　阜 ・ 多治見パークレーンズ 安田　宏子 76歳 東　京 ・ 笹塚ボウル
猪井　恵美子 76歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 山口　雪子 76歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 赤木　伊佐子 76歳 和歌山 ・ 新宮東宝ボウル 太田　典子 76歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 吉田　喜美江 76歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 栗原　マリ子 76歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル
池田　砂智子 76歳 滋　賀 ・ 愛知川ボウル 味岡　龍子 76歳 静　岡 ・ 神明ボウル 手塚　シヅエ 76歳 栃　木 ・ 宇都宮第二トーヨーボウル 浦上　咲子 76歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 乙川　晴美 76歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 黒木　重子 76歳 宮　崎 ・ 日南ボウル
木下　弘子 76歳 京　都 ・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 田村　えみ子 76歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 林　　和代 76歳 山　口 ・ ボウリングの・森 上元　久子 76歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 松川　高子 76歳 沖　縄 ・ スカイレーン 真下　須美子 76歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
須嵜　登美子 76歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 永岡　梢 76歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン 中村　美代子 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 大森　和子 76歳 栃　木 ・ 宇都宮第二トーヨーボウル 篠塚　征子 76歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 石森　京子 76歳 東　京 ・ 立川スターレーン
木村　信子 76歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 小路　誠子 76歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 広岡　ひろ子 76歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 田川　栄子 76歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール 喜納　フジ子 76歳 沖　縄 ・ スカイレーン 新村　郁江 76歳 石　川 ・ コロナキャットボウル金沢店
大平　ふさ子 76歳 静　岡 ・ 御殿場パークレーンズ 勝冶　知子 76歳 広　島 ・ 広島パークレーン 大高　かつ代 76歳 埼　玉 ・ 春日部ターキーボウル 井田　眞弓 76歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン 今村　幸子 76歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 桝谷　フミ子 76歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル
藤原　香代子 76歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 松崎　佳都子 76歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 渡辺　朋子 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 神谷　美代子 76歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 西川　チヨ 76歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 牧野　暉子 76歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル
植木　美智子 76歳 栃　木 ・ 宇都宮第二トーヨーボウル 佐藤　順子 76歳 群　馬 ・ 藤岡ボウル 岡本　朝子 76歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 曽我　弘子 76歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 田村　房枝 76歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 富田　百合子 76歳 富　山 ・ 立山グランドボウル
野口　トミ江 76歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 立松　千恵子 76歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 杣　　和子 76歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 吉田　美津江 76歳 福　島 ・ 福島オークラボウル 鈴木　信代 76歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 立川　登代子 76歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店
後田　晶代 76歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 清水　廣子 76歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 下村　美佐子 76歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 鈴木　千代 76歳 愛　知 ・ 幸田セントラルボウル 西田　廣子 76歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 江橋　喜美代 75歳 茨　城 ・ 勝田パークボウル
米津　笹代 75歳 奈　良 ・ オプトボウルタカダ 加藤　裕子 75歳 静　岡 ・ 神明ボウル 稲葉　ケサ子 75歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ 小田　保美 75歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 山本　公子 75歳 静　岡 ・ 神明ボウル 河村　直子 75歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店
小柴　道子 75歳 東　京 ・ 立川スターレーン 永瀬　政子 75歳 愛　媛 ・ 桑名ボウル 板垣　友子 75歳 島　根 ・ 出雲会館センターボウル 田中　幾代 75歳 滋　賀 ・ 愛知川ボウル 緒方　敏子 75歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 山本　和子 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店
荒屋　一枝 75歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 小葉松俊子 75歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 大竹　ムツ子 75歳 新　潟 ・ サウンドボウル見附店 勝山　悦子 75歳 長　野 ・ ラウンドワンスタジアム長野店 稲垣　道子 75歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 堀内　美和子 75歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル
河合　絢子 75歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 鴨川　静子 75歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 竹本　潔子 75歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 杉浦　久美子 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 宮崎　節子 75歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 安室　敏子 75歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店
清水　とり子 75歳 静　岡 ・ 袋井グランドボウル 原　　秀子 75歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店 松本　よし子 75歳 静　岡 ・ 神明ボウル/トマトボウル 森野　千恵 75歳 山　口 ・ ボウリングの・森 小野寺宣子 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 有川　輝代 75歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ
大野　秋子 75歳 東　京 ・品川プリンスホテルボウリングセンター 井上　絹子 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 守尾　せつ 75歳 東　京 ・ 品川プリンスホテルボウリングセンター 南里　千鶴子 75歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 三村　久江 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 桜井　陽子 75歳 愛　知 ・ アソビックスびさい
林　　美智子 75歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松 納土　みつ江 75歳 静　岡 ・ トマトボウル 徳永　須美子 75歳 福　岡 ・ スポルト福岡 田中　みつ子 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 新井　規子 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 中村　房江 75歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル
丸林　美佐子 75歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 酒井　康子 75歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 赤松　栄 75歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 大迫　ミチ子 75歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 小川　久子 75歳 埼　玉 ・ 春日部ターキーボウル 万江　和代 75歳 熊　本 ・ LTBボウル水前寺
正法地順子 75歳 愛　知 ・ 名古屋グランドボウル 正木　圭子 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 小野寺キミ子 75歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 石塚　なを子 75歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 志水　邦子 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 柴田　朝子 75歳 福　岡 ・ 七隈ファミリープラザ
有木　久子 75歳 茨　城 ・ 勝田パークボウル 山下　富江 75歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 野村　孝子 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 福井　秀子 75歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 牧　　鈴代 75歳 大　分 ・ OBS BOWL 中里　嘉子 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン
鈴木　洋子 75歳 静　岡 ・ 神明ボウル 上元　由美子 75歳 鹿児島 ・ サンライトゾーン 山内　揚子 75歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 﨑道　民代 75歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 石垣　宮子 75歳 栃　木 ・ 宇都宮第二トーヨーボウル 大竹　久子 75歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン
浅田　かつ子 75歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 野名　亮子 75歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 福田　和子 75歳 香　川 ・ 太洋ボウル 大竹　栄子 75歳 愛　知 ・スポルト名古屋/稲沢グランドボウル 大内　友子 75歳 大　分 ・ OBS BOWL 山田　しづ子 75歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店
中村　富美子 75歳 山　梨 ・ 大丸パークレーンズ 久原　万寿美 75歳 佐　賀 ・ メリーランドタケオボウル 江崎　信子 75歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 鈴木　佐代子 75歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 西　　伊津子 75歳 山　口 ・ 下関ロイヤルボウル 服部　昌子 75歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店
高橋　レン子 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 高橋　喜代子 75歳 栃　木 ・ 王冠ボウル 小坂　美紀子 75歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 清水　悦子 75歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 松井　ハツ江 75歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 笠原　玲子 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店
菅　　洋子 75歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 寺家　よし子 75歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 永野　節子 75歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 鳥越　節子 75歳 佐　賀 ・ メリーランドタケオボウル 石和　美智子 75歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店 山内　百代 75歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル
井上　すみ子 75歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 西澤　英子 75歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 木下　美代子 75歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 阿武　マスミ 75歳 島　根 ・ 出雲会館センターボウル 川合　ゆみ子 75歳 愛　知 ・ 名古屋グランドボウル 本多　千恵子 75歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン
小川　信子 75歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 綿貫　珠枝 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 松島　百々子 75歳 富　山 ・ 立山グランドボウル 清水　美枝子 75歳 長　野 ・ アピナボウル安曇野店 岡部　トミ子 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 斉藤　博美 75歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル
山本　稲子 75歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター 内田　花子 75歳 山　梨 ・ 大丸パークレーンズ 永嶋　終子 75歳 石　川 ・ コロナキャットボウル金沢店 小松　美津子 75歳 山　梨 ・ ダイトースターレーン双葉 岡　　百合子 75歳 大　阪 ・ アルゴボウル 熊谷　清子 75歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
北岡　淑子 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 井川　房子 75歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 磯崎　美佐枝 75歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 嘉村　睦子 75歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン 藤掛　英子 75歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 板倉　洋子 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店
大槻　久美子 75歳 滋　賀 ・ 栗東ボウリング・ジム 石原　泰江 75歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 𠮷原　愛子 75歳 福　岡 ・ フラワーボウル 亀井　光子 75歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 詫摩　和枝 75歳 東　京 ・ 品川プリンスホテルボウリングセンター 佐藤　トモエ 75歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店
宮坂　三枝子 75歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 杉山　恵子 75歳 三　重 ・ サンパークレーン 久間　文子 75歳 広　島 ・ コロナキャットボウル福山店 福田　たえ子 75歳 長　野 ・ ヤングファラオ 海野　末江 75歳 静　岡 ・ トマトボウル 神保　奎子 75歳 茨　城 ・ 勝田パークボウル
中瀬　雅子 75歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 宇津野嬢子 75歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 木暮　勝枝　 75歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店 為近　佐和子 75歳 山　口 ・ ボウリングの・森 増田　八重子 75歳 埼　玉 ・ ジョイナスボウル 浜地　浩子 75歳 福　岡 ・ スポルト福岡
北沢　まち子 75歳 長　野 ・ ヤングファラオ 洞内　イツ子 75歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 町田　たけよ 75歳 群　馬 ・ 藤岡ボウル 栗山　美智子 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 髙橋　美智子 75歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店 八重樫なよ子 75歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン
山田　君子 75歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 日高　政子 75歳 福　岡 ・ フラワーボウル 竹内　キヨエ 75歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 野々田三保子 75歳 静　岡 ・ トマトボウル 惣谷　佐世子 75歳 愛　知 ・ 半田グランドボウル 米島　キミ子 75歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル
楠本　千里 75歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 石月　琢子 75歳 静　岡 ・ 神明ボウル 岡崎　比沙子 75歳 東　京 ・品川プリンスホテルボウリングセンター 江幡　きみ江 75歳 茨　城 ・ 大学ボウル水戸店 林　　信子 75歳 三　重 ・ サンパークレーン 園田　エミ子 75歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店
新井　ゆり子 75歳 群　馬 ・ 藤岡ボウル 本田　宮子 75歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 高田　美佐子 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 真山　圭子 75歳 東　京 ・中野サンプラザボウル/荻窪ボウル 柘植　則子 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 本村　光子 75歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル
山崎　八恵 75歳 静　岡 ・ 袋井グランドボウル 邉見　佳代 75歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 池田　まさ子 75歳 滋　賀 ・ 愛知川ボウル 平岩　須美子 75歳 東　京 ・ 経堂ボウル 鈴木　房恵 75歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 井上　和子 75歳 東　京 ・ 平和島スターボウル
田口　由紀子 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 小林　訓子 75歳 千　葉 ・ 北小金ボウル 高須　光子 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 小池　ひろ子 75歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 光田　美智子 75歳 山　口 ・ ボウリングの・森 東方　富美子 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン
田中　要子 75歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 済陽　夏美 75歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 棚橋　秀子 75歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 楠山　幸子 75歳 大　阪 ・ アルゴボウル 西塚　幸子 75歳 茨　城 ・ 大学ボウル土浦本店 谷村　絹江 75歳 山　口 ・ 下関ロイヤルボウル
村田　洋子 75歳 山　口 ・ 下関ロイヤルボウル 田村　京子 75歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 武藤　節子 75歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 青木　美代子 75歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 江口　秀子 75歳 熊　本 ・パスカワールド　グリーンランド店 田中　カヅヨ 75歳 山　口 ・ 下関ロイヤルボウル
鎌田　とく 75歳 千　葉 ・ 富津スターレーン

小倉　美恵子 79歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル 𠮷武　陽子 79歳 福　岡 ・ フラワーボウル 藤井　恂子 79歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 生沼　雪子 79歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 河野　洋子 79歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 遠藤　静子 79歳 福　岡 ・ スポルト福岡
北島　敬子 79歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 二宮　恵美 79歳 愛　媛 ・ キスケKIT 藤岡　伊美子 79歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 宮脇　幸子 79歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 奥山　幸子 79歳 神奈川 ・ ハマボール 川崎　美苗 79歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン
内畑　悦子 79歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 山下　ヤス子 79歳 大　阪 ・ アルゴボウル 森田　和子 79歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 池田　誓子 79歳 沖　縄 ・ 北谷ボウル 内田　洋子 79歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 松浦　久代 79歳 岡　山 ・ ネグザスボウル
濱島　瑞子 79歳 茨　城 ・ 鹿島ボウル 石永　順子 79歳 鳥　取 ・ 米子YSPボウル 川島　宣枝 79歳 京　都 ・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 鈴木　カネコ 79歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 金平　千惠子 79歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 大串　ミヤコ 79歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン
藤原　千恵子 79歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 馬渡　照恵 79歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 梅田　典子 79歳 東　京 ・ 品川プリンスホテルボウリングセンター/東京ポートボウル 川北　まつゑ 79歳 三　重 ・ 津グランドボウル 櫻井　光子 79歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 町田　朱美 79歳 山　梨 ・ ボウリング王国スポルト南アルプス店
冨村　芙美子 79歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里 太田　紀子 79歳 鳥　取 ・ クイーンボウル 勢料　京子 79歳 栃　木 ・ 宇都宮第二トーヨーボウル 末富　滋子 79歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 佐藤　静香 79歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 井本　文子 79歳 三　重 ・ 久居ボウリングセンター
西川　たか子 79歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル/太洋ボウル 森口　和子 79歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 浅香　富代 79歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 阿部　悦子 79歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 阿部　梅子 79歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 石丸　順子 79歳 山　口 ・ 下関ロイヤルボウル
立道　康子 79歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 松山　洋子 79歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 松崎　正江 79歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 竹林　茂子 79歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 稲本　菊乃 79歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 澤木　由子 79歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川
海野　和子 79歳 静　岡 ・ 神明ボウル 溝上　タツ子 79歳 愛　知 ・ 幸田セントラルボウル 藤川　和代 79歳 熊　本 ・パスカワールド　グリーンランド店 八木　耿子 79歳 鳥　取 ・ 鳥取スターボウル 佐藤　美智子 79歳 埼　玉 ・ 春日部ターキーボウル 谷口　與子 79歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ
飯塚　久子 79歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 伊藤　恵美子 79歳 愛　知 ・ 東名ボール 遠藤　寿子 79歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 山田　寿美子 79歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 大槻　佳子 79歳 福　島 ・ 福島オークラボウル 木村　和子 79歳 広　島 ・ 広島パークレーン
田中　かづみ 79歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 北村　佳子 79歳 東　京 ・ 中野サンプラザボウル 清水　文子 79歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 大村　やす 79歳 静　岡 ・ 神明ボウル 長田　順子 79歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 小栗　えみこ 79歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル
阿部　幸恵 79歳 長　野 ・ アストロボウル 工藤　歌子 79歳 福　岡 ・ フラワーボウル 高野　功子 79歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 岡本　淳子 79歳 北海道 ・ 釧路パレスボウル 豊嶋　淳代 79歳 静　岡 ・ 神明ボウル 伊藤　梅乃 79歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店
北山　臣子 79歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 海保　照代 79歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 豊川　京子 79歳 茨　城 ・ スポーレボウル 綾部　能布子 79歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 宮鼻　雅子 79歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 松丸　操 79歳 東　京 ・品川プリンスホテルボウリングセンター
高野　恵美 79歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 道岡　輝子 79歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 芦澤　サダ子 79歳 東　京 ・ 立川スターレーン 西島　紀子 79歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 菅井　静子 79歳 大　阪 ・ アルゴボウル 清水　紀子 79歳 長　野 ・ ラウンドワンスタジアム長野店
齊藤　侶子 79歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 金田　迪子 79歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 岩渕　瑛子 79歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 繁田　幸子 79歳 静　岡 ・ 神明ボウル 霜田　順子 79歳 愛　知 ・ 名古屋グランドボウル 杉森　美音子 79歳 富　山 ・ 立山グランドボウル
塚本　美雪 79歳 東　京 ・ 高田馬場グランドボウル 片山　清子 79歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 松尾　祇子 79歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン 神田　和子 79歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 山内　シズ子 79歳 大　阪 ・ アルゴボウル 薄井　マサミ 79歳 茨　城 ・ 勝田パークボウル
真後　君代 79歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 種市　セツ子 79歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト横須賀店 池添　良子 79歳 福　岡 ・ 宗像シティボウル 山口　黎子 79歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 平田　保子 79歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル 杉森　幸子 79歳 東　京 ・ 東京ポートボウル
児玉　登紀子 79歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 長友　恵子 79歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 根本　千枝子 79歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 望月　八重 79歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 新里　米子 79歳 沖　縄 ・ 北谷ボウル 門下　トシエ 79歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル
安藤　ふみ子 79歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 小林　知子 79歳 愛　知 ・ 星が丘ボウル 栗秋　基子 79歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 得本　ミサ子 79歳 大　分 ・ OBS BOWL 古谷　久子 79歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 鈴木　美千枝 79歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル
松本　美子 79歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 澤崎　嘉代子 79歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 楠　　君子 79歳 大　阪 ・ アルゴボウル 中村　邦子 79歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター 加藤　美智子 79歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店 沼沢　佐夜子 79歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル
松井　宣子 79歳 東　京 ・ 経堂ボウル 藤田　時子 79歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 三浦　英子 79歳 茨　城 ・ スポーレボウル 坂本　みはる 79歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 荻野　洋子 79歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 岡　　弘子 79歳 岐　阜 ・ 多治見パークレーンズ
青柳　笑子 79歳 広　島 ・ 広電ボウル 松崎　千夜子 79歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 杉山　瑞子 79歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 宮原　悦子 79歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 池田　勝子 79歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 菊池　京子 79歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン
宮下　節子 79歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター 佐々木栄子 79歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 近藤　朋子 79歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 西川　志賀子 79歳 愛　媛 ・ 桑名ボウル 岡本　邦子 79歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 吉田　智子 79歳 岩　手 ・ マッハランド
浜地　文子 79歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト横須賀店 佐藤　真喜子 79歳 京　都 ・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 金森　幸子 79歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 成井　とよ 79歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 長尾　千恵子 79歳 広　島 ・ 広島パークレーン 嶋谷　富美惠 79歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店
森　　幸代 79歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン 高草木シゲ子 79歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン 柴山　信子 79歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里 滝　　祥子 79歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松 金子　亜輝子 79歳 愛　知 ・ 半田グランドボウル 織田　君江 79歳 愛　媛 ・ 桑名ボウル
石田　睦子 79歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 増井　康子 79歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 高岡　昭子 79歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 桔梗　偵子 79歳 大　阪 ・ アルゴボウル 荒井　昭子 79歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 山崎　幸子 79歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店
伊與木泰子 79歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 松本　美代子 79歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 比嘉　初枝 79歳 沖　縄 ・ スカイレーン 西方　博子 79歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 大林　須賀子 79歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 二野下明美 79歳 広　島 ・ 広電ボウル
木村　洋子 79歳 愛　媛 ・ 保内ボウル 平下　春美 79歳 岐　阜 ・ 関ボウリングセンター 石橋　美代子 79歳 広　島 ・ 広島パークレーン 三宅　久子 79歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 倉島　百合子 79歳 長　野 ・ ヤングファラオ 田中　昌代 79歳 東　京 ・ 東京ドームボウリングセンター
山口　邦子 79歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店 坂本　とよ子 79歳 三　重 ・ ラウンドワン津・高茶屋店 石井　絹子 79歳 東　京 ・ 立川スターレーン 虎谷　百合子 79歳 和歌山 ・ 和歌山グランドボウル 井上　じゅん子 79歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 木次　容子 79歳 東　京 ・ 平和島スターボウル
高梨　紀久子 79歳 東　京 ・品川プリンスホテルボウリングセンター 村山　百合子 79歳 大　分 ・ OBS BOWL 酒井　京子 79歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 新山　満子 79歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 稲葉　隆子 79歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 山脇　千江子 79歳 岐　阜 ・ 関ボウリングセンター
須田　文子 79歳 千　葉 ・ 北小金ボウル 板橋　治子 79歳 静　岡 ・ 神明ボウル 町山　侑子 79歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 永富　啓子 79歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター 市川　悦子 79歳 東　京 ・ 中野サンプラザボウル 真澤　八住 79歳 徳　島 ・ スエヒロボウル
峰松　千鶴子 79歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 木綿　郁子 79歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 原　　しとせ 79歳 東　京 ・品川プリンスホテルボウリングセンター 南　　佐知子 79歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 太郎浦孝子 79歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 小谷　加代子 79歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル
中村　亨子 79歳 埼　玉 ・ ジョイナスボウル 小坂田澄江 79歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 川嶋　ひろ子 79歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 石原　千寿子 79歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 榎畑　得子 79歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 杉野森真弓 79歳 広　島 ・ 広電ボウル
小佐井悦子 79歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル 荒尾　佳代子 79歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 齋藤　洋子 79歳 宮　城 ・ 気仙沼さくらボウル 柳原　満喜子 79歳 愛　媛 ・ 桑名ボウル 下山　みよ子 79歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ 福島　貞子 79歳 広　島 ・ ミスズボウル
本村　順子 79歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 小林　久美子 79歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 渡部　田鶴子 79歳 福　島 ・ 福島オークラボウル 松本　久美子 79歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 伊藤　美喜子 79歳 静　岡 ・ 神明ボウル 平島　マリ子 79歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル
永田　マサ代 79歳 栃　木 ・ 足利スターレーン 萩原　久美子 79歳 熊　本 ・ LTBボウル水前寺 東裏　翠 79歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 北原　美代子 79歳 神奈川 ・ ハマボール 坂田　京子 79歳 東　京 ・東大和グランドボウル/立川スターレーン 井手　澄子 79歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店
稲葉　せつ子 79歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 河端　彌千孔 79歳 石　川 ・ コロナキャットボウル金沢店 米田　多美子 79歳 大　阪 ・ アルゴボウル 青柳　郁子 79歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 杉原　恭子 79歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール/ボウリングの・森 後町　和子 79歳 埼　玉 ・ 浦和スプリングレーンズ
三ツ木直子 79歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 飯田　朋子 79歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 遠藤　尤子 79歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール 井上　佳余子 79歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ 久保　明子 79歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 長沼　浩子 79歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン
宮地　富美江 79歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 石場　雅子 79歳 福　岡 ・ フラワーボウル 西馬場太美子 79歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 田村　サツ子 79歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 山口　小夜美 79歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター 森　　静子 79歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店
大石　幹枝 79歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 吉田　幸子 79歳 福　岡 ・ フラワーボウル 竹内　ひろ子 79歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 渡井　邦子 79歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ 加納　則子 79歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島 下西　玉子 79歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ
大久保喜美子 79歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 宮嶋　幸子 79歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 田中　洋子 79歳 沖　縄 ・ スカイレーン 伊藤　純子 79歳 愛　知 ・ 名古屋グランドボウル 浮田　智恵子 79歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 石附　安代 79歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
今井　博子 79歳 栃　木 ・ 王冠ボウル 高橋　皓子 79歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 岩井　敬子 79歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松 高橋　ミサエ 79歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター 田中　幸枝 79歳 栃　木 ・ 足利スターレーン 星野　勝江 79歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター
小川　允子 79歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 佐藤　麗子 79歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 池本　多都子 79歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 高村　邦子 79歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 谷口　栄子 79歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 上原　トミ子 79歳 沖　縄 ・ マチナトボウル
野木　美栄子 79歳 静　岡 ・ 御殿場パークレーンズ 宮野　宮子 79歳 岩　手 ・ マッハランド 小林　八重 79歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 渡瀬　成美 79歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 藤川　富美恵 79歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 大矢　つき枝 79歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
澤田　敬子 79歳 広　島 ・ 広電ボウル 佐藤　洋子 79歳 宮　城 ・ プレナミヤギ 谷上　すみ子 79歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 若山　フサ子 79歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島 岡田　裕子 79歳 香　川 ・ MG-BOWL 澤田　美智子 79歳 福　岡 ・ スポルト福岡
小山　和子 79歳 宮　城 ・ 気仙沼さくらボウル 大窪　光子 79歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 尾森　幸代 79歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 小和田孝子 79歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 宮永　京子 79歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 松永　冨美子 79歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ
神田　ユカ子 79歳 福　岡 ・ フラワーボウル 中村　千代子 79歳 東　京 ・ 中野サンプラザボウル 石川　芳子 79歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 松岡　瑞穂 78歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 樽木　治子 78歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 丹羽　佐智子 78歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店
松尾　邦子 78歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 米川　喜久枝 78歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 小林　光代 78歳 大　分 ・ OBS BOWL 秋元　理智子 78歳 埼　玉 ・ SAP草加ボウル 池本　節子 78歳 鳥　取 ・ 米子YSPボウル 八川　見栄子 78歳 福　岡 ・ フラワーボウル
田中　真左子 78歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト横須賀店 田中　絋子 78歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 青山　節子 78歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 岩本　満喜子 78歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 池田　安子 78歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 山根　千恵子 78歳 埼　玉 ・ 新狭山グランドボウル
林　　まさ子 78歳 埼　玉 ・ 春日部ターキーボウル 川井田弘子 78歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 川島　富江 78歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店 松崎　和代 78歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 小林　マサ子 78歳 福　岡 ・ フラワーボウル 庄司　良子 78歳 茨　城 ・ 大学ボウル水戸店
伊藤　三枝子 78歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 船本　五十子 78歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 茶納　静子 78歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 塩野　洪子 78歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 三浦　奈保美 78歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 宮田　わこ 78歳 愛　媛 ・ キスケKIT
小山　良子 78歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 馬渕　宏子 78歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 長谷川涼子 78歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 嶋　　志津子 78歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 古沢　孝子 78歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 四方　ケイ子 78歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル
藤木　愛子 78歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 渡辺　久枝 78歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 松尾　美代子 78歳 長　崎 ・西肥シルバーボウル/パラダイスボウル 二宮　恵子 78歳 大　阪 ・ アルゴボウル 谷田部政子 78歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 境田　加恵子 78歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名
山本　さゑ子 78歳 静　岡 ・ 掛川毎日ボウル 佐藤　美子 78歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 小川　節子 78歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 中道　早苗 78歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 関谷　節子 78歳 東　京 ・ 立川スターレーン 植野　昭代 78歳 熊　本 ・ パスカワールド　グリーンランド店
重松　京子 78歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 大崎　かつ子 78歳 茨　城 ・ 大学ボウル水戸店 前田　久子 78歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 児玉　幸子 78歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 高沼　泰子 78歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 小泉　幸子 78歳 静　岡 ・ トマトボウル
大木　洋美 78歳 山　梨 ・ボウリング王国スポルト南アルプス店 菊川　カツ子 78歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 清水　美智子 78歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 馬場　真由美 78歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松 高橋　光子 78歳 福　島 ・ ボウリング王国スポルト平店 原　　静子 78歳 東　京 ・ 笹塚ボウル
北島　清子 78歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール 高木　泰子 78歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 大田　八重子 78歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル 大塚　美智子 78歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 谷井　洋子 78歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 𠮷田　八重子 78歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ
高山　共栄 78歳 広　島 ・ 広電ボウル 伊東　典重 78歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 佐藤　照海 78歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 西　　祥子 78歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 池田　喜代子 78歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル 黒杉　清子 78歳 大　阪 ・ アルゴボウル
谷口　弘子 78歳 三　重 ・ サンパークレーン 河野　展子 78歳 大　分 ・ OBS BOWL 田口　文代 78歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 村木　冨久子 78歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 豊田　美代子 78歳 熊　本 ・ LTBボウル水前寺 木田　悦子 78歳 福　島 ・ ボウリング王国スポルト平店
馬路　愽子 78歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 野澤　次子 78歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 遠藤　普美子 78歳 東　京 ・ 高田馬場グランドボウル 関川　雅子 78歳 長　野 ・ アピナボウル安曇野店 中村　ヨシ 78歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松 花見　裕子 78歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店
斉藤　妙子 78歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 伊津野禎子 78歳 大　分 ・ OBS BOWL 三崎　則子 78歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 山口　久美子 78歳 長　崎 ・ マリンボウル 増田　静江 78歳 静　岡 ・ 神明ボウル 志村　すみ江 78歳 山　梨 ・ 都留ファミリーボウル
永田　薫 78歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 寺田　かつ子 78歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 門脇　丈子 78歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里 大畑　和枝 78歳 広　島 ・ 広島パークレーン 宮埼　カツ子 78歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 沼上　律子 78歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ
片山　昇子 78歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 青野　ひふみ 78歳 山　口 ・ ボウリングの・森 山本　雅子 78歳 東　京 ・ 立川スターレーン 榎本　幸子 78歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 畠山　せい子 78歳 宮　城 ・ プレナミヤギ 畠山　靖子 78歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン
椱本　ふみ子 78歳 静　岡 ・ 神明ボウル 山崎　シズ 78歳 静　岡 ・ 掛川毎日ボウル 行田　秀子 78歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル 向永　昭子 78歳 香　川 ・ MG-BOWL 山中　祐子 78歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 石原　宏子 78歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター
溝俣　敦子 78歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 清野　美枝子 78歳 北海道 ・ ディノスボウル帯広 小岩　正子 78歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松 神宮　春子 78歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 佐藤　君江 78歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 早川　光子 78歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン
三宅　より子 78歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 山城　初代 78歳 静　岡 ・ 掛川毎日ボウル 大場　節子 78歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター 伊藤　清美 78歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 赤岩　せつ子 78歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 米村　昌子 78歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター
岡村　和子 78歳 広　島 ・ 広電ボウル 金子　けさ 78歳 神奈川 ・ 神奈中平塚ボウル 並木　千代子 78歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 田中　悦子 78歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 平井　和子 78歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 斎藤　康子 78歳 静　岡 ・ 神明ボウル
山崎　エイ子 78歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 後東　佳代子 78歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 石原　芳子 78歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 新井　園子 78歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 塩路　美代子 78歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 杉浦　郁代 78歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
山本　石江 78歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 森本　清子 78歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 山本　悦子 78歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 加部　淑子 78歳 東　京 ・ 中野サンプラザボウル 細野　信代 78歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 宮本　秀子 78歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル
福部　素子 78歳 北海道 ・ 釧路パレスボウル 藤田　節子 78歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 金山　千津子 78歳 愛　知 ・ 岡崎グランドボウル 遠田　清子 78歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 桑原　誠子 78歳 愛　知 ・アソビックスびさい稲沢グランドボウル 後藤　静江 78歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン
清水　喜美子 78歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 山口　眞理子 78歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル 高梨　淑子 78歳 東　京 ・ 立川スターレーン 大島　孝子 78歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル/名古屋グランドボウル 山本　千鶴子 78歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 伊藤　順子 78歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店
小泉　和子 78歳 広　島 ・ 広電ボウル 市川　ハナ子 78歳 神奈川 ・ タチバナボウル 藤原　洋子 78歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 深海　悦子 78歳 東　京 ・ 西東京レーン 藤原　洋子 78歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 木下　登志子 78歳 神奈川 ・ タチバナボウル
川野　美千代 78歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 亀井　桂子 78歳 大　分 ・ OBS BOWL 増田　ひで子 78歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 鈴川　今日子 78歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 鈴木　弘子 78歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 伊藤　喜代子 78歳 大　阪 ・ アルゴボウル
鈴木　美智子 78歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 中村　和枝 78歳 広　島 ・ 広電ボウル 木下　洋子 78歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン 土田　幸子 78歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里 西岡　純子 78歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 永峰　曽代子 78歳 千　葉 ・ 富津スターレーン
植田　恵 78歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 上徳　瑞恵 78歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 小関　栄子 78歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 松本　寿代 78歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 沖原　恵子 78歳 広　島 ・ 広電ボウル 松本　敏子 78歳 愛　知 ・ 名古屋グランドボウル
会澤　廣子 78歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 須田　美智子 78歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 和智　靖子 78歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 渡辺　瞭子 78歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里 平馬　清子 78歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 勝股　春子 78歳 愛　知 ・ 春日井グランドボウル
山名　節子 78歳 大　阪 ・ アルゴボウル 石原　保子 78歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 寺門　保子 78歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 安永　ルミ子 78歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 松岡　ケイ子 78歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 山本　芳枝 78歳 岡　山 ・ ネグザスボウル
関　　泰子 78歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 岡本　ミツ江 78歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 杉田　桂子 78歳 広　島 ・ コロナキャットボウル福山店 加茂　フミエ 78歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 谷川　都子 78歳 長　崎 ・長崎ラッキーボウル/マリンボウル 持田　教子 78歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店
竹本　由美子 78歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 浅田　孝江 78歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 秋重　美佐子 78歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル 木村　和江 78歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 菅田　恵子 78歳 福　島 ・ 福島オークラボウル 稲垣　美恵子 78歳 愛　知 ・ 名古屋グランドボウル
春日　清子 78歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 栗原　勝子 78歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 前田　富子 78歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 細　　みちよ 78歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 小林　松美 78歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 中村　清子 78歳 埼　玉 ・ 新狭山グランドボウル
木島　里子 78歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 平川　ミヨ子 78歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 増田　友紀子 78歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール 酒井　喜子 78歳 三　重 ・ サンパークレーン 田丸　道代 78歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 鍋倉　京子 78歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル
目原　愽子 78歳 福　岡 ・ スポルト福岡 加藤　さなえ 78歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 佐藤　てい子 78歳 宮　城 ・ プレナミヤギ 林　　訓子 78歳 三　重 ・ 津グランドボウル 坂本　聰子 78歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル 岡崎　倫子 78歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル
野村　郁子 78歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 原　　悠紀子 78歳 愛　知 ・ 春日井グランドボウル 稲川　美容 78歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 柳沢　広子 78歳 長　野 ・ ヤングファラオ 浜崎　絹子 78歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 鈴木　やす子 78歳 神奈川 ・ 神奈中平塚ボウル
清水　昌子 78歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 永徳　房子 78歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 中山　美津子 78歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 石川　わき子 78歳 愛　知 ・知立イーグルボウル/岡崎グランドボウル 藤原　弘子 78歳 広　島 ・ 広電ボウル 星野　惇子 78歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン
堀内　なみ江 78歳 群　馬 ・ 藤岡ボウル 梅津　とよ子 78歳 大　分 ・ OBS BOWL 村田　英子 78歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 鈴木　房代 78歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 地曳　美恵 78歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 林　　美佐子 78歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター
福田　まち子 78歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 村山　カツ子 78歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 三浦　弓子 78歳 広　島 ・ 広電ボウル 青木　和子 78歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 杉山　直子 78歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 岩埜　文枝 78歳 千　葉 ・ 富津スターレーン
栗山　邦子 78歳 岐　阜 ・ 関ボウリングセンター 玉山　貴恵 78歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 染谷　八重子 78歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 矢嶋　松代 78歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 西尾　幸子 78歳 愛　知 ・ 春日井グランドボウル 弥永　和枝 78歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店
小川　芳江 78歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 服部　弘子 78歳 愛　知 ・アソビックスかにえ/コロナキャットボウル中川店 大木　イツ子 78歳 栃　木 ・ 宇都宮第二トーヨーボウル 大西　喜代子 78歳 三　重 ・ サンパークレーン 松永　カツエ 78歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 米山　ミツエ 78歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ
山本　律子 78歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 田中　君枝 78歳 島　根 ・ 出雲会館センターボウル 仲田　和子 78歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 與儀　広子 78歳 沖　縄 ・ 北谷ボウル 島田　摂子 78歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 松尾　泰子 78歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター
高木　和子 78歳 茨　城 ・ フジ取手ボウル 大越　勝代 78歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 高橋　梅子 78歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール 八巻　恵子 78歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 種子島敦子 78歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 長谷川米子 78歳 東　京 ・ 平和島スターボウル
松尾　章子 78歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 木口　和子 78歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 中田　和子 78歳 広　島 ・ 広電ボウル 後田　松子 78歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン 丸山　愛子 78歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 古里　ヒデ子 78歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル
上河　南海子 78歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 加藤　克代 78歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 飯田　玲子 78歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 磯部　多美子 78歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 天羽　光恵 77歳 大　阪 ・ アルゴボウル 仲野　美佐枝 77歳 静　岡 ・ 神明ボウル
沼上　勝江 77歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 加古　和子 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 鈴木　信子 77歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 木村　久美子 77歳 千　葉 ・ときわ平ボウリングセンター/東京ポートボウル 遠山　美江子 77歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 大條　勝子 77歳 静　岡 ・ トマトボウル
春日　良子 77歳 長　野 ・ ラウンドワンスタジアム長野店 鴨井　美代子 77歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン 伊藤　勝子 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 陣内　美代子 77歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター 菊池　静子 77歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 中村　誠子 77歳 広　島 ・ キャッスルボウル福山
石井　好江 77歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 金子　トシ子 77歳 福　岡 ・ フラワーボウル 高橋　ノリ子 77歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 野田　元子 77歳 岐　阜 ・ 関ボウリングセンター 原口　幸子 77歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 清水　峰子 77歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル
中村　マサ子 77歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 三澤　濱江 77歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 嶋　　文子 77歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 板井　よし子 77歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 山下　京子 77歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 石神　恵子 77歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン
岩田　啓子 77歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 石川　一枝 77歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 横田　京子 77歳 宮　城 ・ コロナキャットボウル仙台店 藤井　由紀子 77歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 末廣　正子 77歳 広　島 ・ ミスズボウル 柳平　昭子 77歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル
増田　好子 77歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 小林　幸代 77歳 東　京 ・ 西東京レーン 坂本　恵美子 77歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 木次　照代 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 伊藤　公子 77歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 田中　幸子 77歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン
犬塚　キヨミ 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 坂本　弘子 77歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 平野　和子 77歳 千　葉 ・ 北小金ボウル 小澤　栄子 77歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 太田　保子 77歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 阪田　コト 77歳 京　都 ・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
湯浅　孝子 77歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 森　　藤子 77歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 西村　ミヨ子 77歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 関根　久子 77歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル 伊藤　登美子 77歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 樋上　利子 77歳 千　葉 ・ 富津スターレーン
浅野　季 77歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 上坪　佳代子 77歳 福　岡 ・ フラワーボウル 山田　明子 77歳 静　岡 ・ トマトボウル 加藤　成子 77歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 小井　榮子 77歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 斎藤　由美子 77歳 栃　木 ・ 足利スターレーン
井上　房子 77歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 高橋　日出子 77歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン 峯村　操 77歳 長　野 ・ ヤングファラオ 片岸　征子 77歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 吉川　みよし 77歳 岐　阜 ・ 多治見パークレーンズ 山本　一代 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
貴田　志眞子 77歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 岩田　尚子 77歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 児玉　さと子 77歳 広　島 ・ 広島パークレーン 森　　澄子 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 神崎　賀津子 77歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター 北崎　悦子 77歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター
南野　安美 77歳 山　口 ・ ボウリングの・森 畑中　史子 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 木村　秀子 77歳 埼　玉 ・ 新狭山グランドボウル 室町　すづ子 77歳 東　京 ・ 新小岩サニーボール 高沢　和子 77歳 広　島 ・ キャッスルボウル福山 真島　照子 77歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店
日下部豊子 77歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島 大平　公子 77歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 冨山　宦子 77歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 竹之内弘子 77歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 中川　弘子 77歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 倉本　ひさ子 77歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル
松永　安子 77歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル 小山　美千代 77歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 高橋　和子 77歳 大　分 ・ OBS BOWL 北越　寿代 77歳 岐　阜 ・ 多治見パークレーンズ 矢橋　富江 77歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 白井　千鶴子 77歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール
春木　光子 77歳 広　島 ・ コロナキャットボウル福山店 関根　和子 77歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 内藤　栄子 77歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 野村　昭子 77歳 山　口 ・ 下関ロイヤルボウル 鎌　　郁子 77歳 大　分 ・ OBS BOWL 山田　久枝 77歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川
村川　三千代 77歳 香　川 ・ MG-BOWL 中村　しず江　 77歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 大坪　富佐代 77歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 岡野　佐智子 77歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 中田　静代 77歳 熊　本 ・パスカワールド　グリーンランド店 板垣　敏子 77歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ
長谷川香代子 77歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 余吾　静子 77歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 齋藤　福代 77歳 山　梨 ・ ボウリング王国スポルト南アルプス店 平野　正子 77歳 福　岡 ・ フラワーボウル 佐藤　秀子 77歳 埼　玉 ・ 春日部ターキーボウル 市川　須真子 77歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店
吉村　典子 77歳 奈　良 ・ オプトボウルタカダ 野間　かめ子 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 砂川　秀子 77歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 滝本　市子 77歳 山　梨 ・ 都留ファミリーボウル 平原　操 77歳 愛　知 ・ 春日井グランドボウル 夏目　久代 77歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン
佐々木サヨ子 77歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル 栢原　市恵 77歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 姫野　照美 77歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 中井　千代子 77歳 北海道 ・ ディノスボウル帯広 松島　有希 77歳 神奈川 ・ ハマボール 梅田　政子 77歳 山　口 ・ 下関ロイヤルボウル
松尾　澤子 77歳 佐　賀 ・ メリーランドタケオボウル 平林　みどり 77歳 東　京 ・ 高田馬場グランドボウル 東別府理子 77歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン 崎岡　文子 77歳 広　島 ・ 広島パークレーン 後藤　洋子 77歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル 加賀谷政子 77歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル
市橋　清子 77歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 鈴木　アヤ子 77歳 埼　玉 ・ 春日部ターキーボウル 賀長　美代子 77歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター 松本　久代 77歳 千　葉 ・ 北小金ボウル 百村　智恵子 77歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 関屋　千賀子 77歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル
土屋　明子 77歳 愛　知 ・ 東名ボール 毛内　紘子 77歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 加埼　節子 77歳 埼　玉 ・ SAP草加ボウル 東　　節子 77歳 鹿児島 ・ サンライトゾーン 松久　三重子 77歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 田中　由利子 77歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ
原田　ヒサミ 77歳 宮　崎 ・ サンボウル 村上　せつ子 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 森　　郁子 77歳 佐　賀 ・ メリーランドタケオボウル 中脇　芙美子 77歳 広　島 ・ 広島パークレーン 忍成　嘉子 77歳 千　葉 ・ 北小金ボウル 辻　　裕子 77歳 東　京 ・ 新小岩サニーボール
長谷川保枝 77歳 島　根 ・ 出雲会館センターボウル 森崎　てるみ 77歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 高田　純代 77歳 京　都 ・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 中口　頌子 77歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 牛田　善江 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 山下　とみ子 77歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル
坪谷　しづ子 77歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 秋本　まさ子 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 瀬川　薫 77歳 富　山 ・ 立山グランドボウル 上江洲郁子 77歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 渡辺　芳子 77歳 山　梨 ・ボウリング王国スポルト南アルプス店 酒井　康子 77歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル
山口　キヨ子 77歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 廣田　洋子 77歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 阿部　喜恵子 77歳 栃　木 ・ 足利スターレーン 馬場　邦子 77歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 松永　靖子 77歳 北海道 ・ ディノスボウル帯広 野田　ツル子 77歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル
長谷川さより 77歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 佐々木夕起子 77歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 篠宮　敏子 77歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 戸澤　智江 77歳 熊　本 ・ 菊陽ボウル 谷石　律子 77歳 福　岡 ・小嶺シティボウル/折尾スターレーン 宮島　江未子 77歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店
長谷川和子 77歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 渡辺　久枝 77歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール 橿渕　トミ子 77歳 栃　木 ・ 王冠ボウル 上田　幸子 77歳 東　京 ・ 経堂ボウル 谷口　みよ子 77歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 碓氷　正子 77歳 東　京 ・ 笹塚ボウル
杉嶋　康子 77歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 細江　春子 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 古田　十三子 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 松本　孝子 77歳 広　島 ・ 広島パークレーン 中村　キヨイ 77歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 鈴木　春江 77歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ
芦川　千惠子 77歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 村井　禎子 77歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 落合　征美 77歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 吉橋　美津子 77歳 岡　山 ・ ネグザスボウル 山口　郁子 77歳 岐　阜 ・ マーサボウル 坂本　洋子 77歳 広　島 ・ 広島パークレーン
荒木　利子 77歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 谷口　房子 77歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 千原　トシ江 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 阪井　ウタコ 77歳 広　島 ・ 広島パークレーン 戸田　悦子 77歳 静　岡 ・ 掛川毎日ボウル 春日　春子 77歳 神奈川 ・ タチバナボウル
蓮尾　陽子 77歳 福　岡 ・ フラワーボウル 渡辺　純子 77歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 五十嵐明代 77歳 埼　玉 ・ ジョイナスボウル 山本　美智子 77歳 山　梨 ・ ダイトースターレーン双葉 岡田　保枝 77歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 荒川　和子 77歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川
小松原孝子 77歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 原田　靖子 77歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 宮原　京子 77歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 中村　靖子 77歳 滋　賀 ・ 栗東ボウリング・ジム 中島　通子 77歳 三　重 ・ サンパークレーン 吉田　むつ子 77歳 沖　縄 ・ 北谷ボウル
前田　美代子 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 松橋　伸子 77歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 篠原　房江 77歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 嘉瀬井三重子 77歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 松岡　純子 77歳 福　岡 ・ フラワーボウル 恩田　光江 77歳 埼　玉 ・ ジョイナスボウル
堀　　未知子 77歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル 小野　育代 77歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 高木　日出子 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 宮田　悦子 77歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 西原　恵子 77歳 香　川 ・ MG-BOWL 坂元　トモ子 77歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ
上手　妙子 77歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 藤倉　ふさえ 77歳 愛　媛 ・ 桑名ボウル 依田　顕子 77歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 大谷　伊津代 77歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 松岡　和代 77歳 群　馬 ・ 藤岡ボウル 須藤　春代 77歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店
皆川　誠子 77歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 松下　キク子 77歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 小野　陽子 77歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 鈴木　華衣 77歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 柴田　洋子 77歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 伊藤　シヅ子 77歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール
鹿志村輝美 77歳 茨　城 ・ 勝田パークボウル 関口　房子 77歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 加藤　千香子 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 成冨　鮎子 77歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 竹内　かほる 77歳 神奈川 ・ ハマボール 菅野　美江 77歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール
水谷　トミエ 77歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 矢澤　靖子 77歳 長　野 ・ ヤングファラオ 伊東　靖子 77歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 畑　　美代子 77歳 広　島 ・ 広島パークレーン 上條　武子 77歳 長　野 ・ アピナボウル安曇野店 佐野　悦代 77歳 静　岡 ・ トマトボウル
大石　久恵 77歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 西原　環 77歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 津村　順子 77歳 和歌山 ・ 和歌山グランドボウル 武田　佳予子 77歳 静　岡 ・ 掛川毎日ボウル 吉永　和子 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 刀川　千枝子 77歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン
大上　登美子 77歳 福　岡 ・ スポルト福岡 金田　久子 77歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 森山　睦美 77歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 益子　裕子 77歳 茨　城 ・ 日立ボウルクレーン 加藤　たか子 77歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 新　　勝子 77歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店
藤井　美智子 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 山本　信子 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 浦田　悦子 77歳 静　岡 ・ 神明ボウル 早野　春代 77歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島 根本　和代 77歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 木村　邦子 77歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル
大野　芳江 77歳 山　口 ・ 下関ロイヤルボウル 野崎　稔子 77歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 吉田　信子 77歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 吉田　豊子 77歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 井上　照代 77歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 石原　みち江 77歳 三　重 ・ アソビックスあさひ
大竹　正子 77歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター 三善　郁子 77歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル 桑原　員子 77歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 竹村　とみ子 77歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 酒井　純子 77歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 竹河内美智子 77歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン
松木　満子 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 福島　冷子 77歳 大　分 ・ OBS BOWL 村端　徳子 77歳 長　野 ・ アピナボウル安曇野店 栗田　邦江 77歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル 前村　いそむ 77歳 群　馬 ・ 藤岡ボウル 壁下　美幸 77歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店
小林　よしみ 77歳 静　岡 ・ 神明ボウル 小野　静子 77歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 小粥　恵都子 77歳 東　京 ・品川プリンスホテルボウリングセンター 田島　正子 77歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島 小椋　ミヤ子 77歳 千　葉 ・ 北小金ボウル 浅海　冨久美 77歳 愛　媛 ・ 桑名ボウル
矢澤　節子 77歳 長　野 ・ アピナボウル安曇野店 鈴木　秀子 77歳 茨　城 ・ 大学ボウル水戸店 濱　　和歌子 77歳 福　岡 ・ フラワーボウル 下野　サツ子 77歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 金刺　和子 77歳 静　岡 ・ 神明ボウル 赤城　敬子 77歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本
平野　雅代 77歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 玉寄　慶子 77歳 沖　縄 ・ スカイレーン 中島　和子 77歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 角町　朝子 77歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 大西　文子 77歳 香　川 ・ スエヒロボウル 星澤　綾子 77歳 東　京 ・ 笹塚ボウル
柏木　恵美子 77歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 松尾　翠子 77歳 福　岡 ・ 七隈ファミリープラザ 原田　瑛子 77歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 福西　須美子 77歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 深谷　尚子 77歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 田中　明子 77歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル
松下　妙子 77歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 大澤　道子 77歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン 渡辺　千鶴子 77歳 静　岡 ・ 御殿場パークレーンズ 沼上　敢子 76歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 江道　幸子 76歳 大　阪 ・ アルゴボウル 木村　好子 76歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン
佐藤　透志子 76歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 戸辺　笙子 76歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 山本　久代 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 中田　桂子 76歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 鎌田　益子 76歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 中山　時子 76歳 神奈川 ・ ハマボール
山田　増子 76歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 佐藤　美代子 76歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 浅野　初枝 76歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島 石田　妙子 76歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 荒木　悠子 76歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 梶原　ヒロミ 76歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店
山口　恵美子 76歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 水野　和代 76歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 松浦　恭子 76歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松 斉藤　孝江 76歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 若生　優子 76歳 大　阪 ・ アルゴボウル 百田　シゲ子 76歳 滋　賀 ・ 栗東ボウリング・ジム
林　　三枝子 76歳 東　京 ・ 立川スターレーン 牧野　秋子 76歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 北林　あけみ 76歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 亀谷　和子 76歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島 松本　洋子 76歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 真子　紀子 76歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル
小林　光枝 76歳 鳥　取 ・ 鳥取スターボウル 泉野　益代 76歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 岡田　操 76歳 広　島 ・ 広島パークレーン 吉牟田桂子 76歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 永井　好子 76歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 武井　路子 76歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル
中川　鎮代 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 中山　順江 76歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 池田　俊子 76歳 香　川 ・ MG-BOWL 滝本　サタエ 76歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 村田　昭子 76歳 静　岡 ・ トマトボウル 佐藤　八重子 76歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン
川内　ノリ子 76歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン 中島　きぬゑ 76歳 東　京 ・ 東京ドームボウリングセンター 藤　　輝代 76歳 福　岡 ・ フラワーボウル 小林　志げ子 76歳 長　野 ・ ヤングファラオ 渡辺　富子 76歳 大　分 ・ OBS BOWL 鈴木　節子 76歳 茨　城 ・ フジ取手ボウル
川田　多美子 76歳 香　川 ・ 太洋ボウル 糀谷　光子 76歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 山本　瑞穂 76歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 佐藤　節子 76歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 神戸　しのぶ 76歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ 甲木　裕子 76歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル
岡田　博子 76歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター 杉山　孝子 76歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 中島　慰子 76歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 町田　徳子 76歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 東江　美枝子 76歳 沖　縄 ・ マチナトボウル 山﨑　惇子 76歳 東　京 ・ 東京ポートボウル
田川　維子 76歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 岩崎　初代 76歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ 村井　やす子 76歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 倉持　トキオ 76歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 今安　幸子 76歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 樋口　敏江 76歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル
加藤　房子 76歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 渡邉　紀子 76歳 福　岡 ・ 七隈ファミリープラザ 伊藤　みや子 76歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 籠宮　笑子 76歳 静　岡 ・ 神明ボウル 太田　雅子 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 渡辺　ハツエ 76歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン
戸塚　二三子 76歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 内野　喜久子 76歳 北海道 ・ パシフィックボウル 新井田妙子 76歳 北海道 ・ 釧路パレスボウル 高口　美智子 76歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 宮下　京子 76歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 相模　真知子 76歳 群　馬 ・ パークレーン高崎
廣岡　千代子 76歳 兵　庫 ・AREA-DO三田ボウリングセンター 神田　栄子 76歳 千　葉 ・ 北小金ボウル 鷹野　良子 76歳 広　島 ・ 広電ボウル 祖堅　淳子 76歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 今坂　順子 76歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 中村　洋子 76歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン
水尻　壽美子 76歳 東　京 ・ 東京ドームボウリングセンター 堀渕　登茂恵 76歳 岡　山 ・ ネグザスボウル 池田　孝子 76歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 中川　美佐子 76歳 香　川 ・ MG-BOWL 丸林　八重子 76歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 児玉　玉枝 76歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店
中野　クミ子 76歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 白井　朋子 76歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 山下　よう子 76歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 岩堀　勝代 76歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 新原　シヅ子 76歳 鹿児島 ・ サンライトゾーン 藤澤　洋子 76歳 東　京 ・ 高田馬場グランドボウル
松田　周子 76歳 長　野 ・ アピナボウル安曇野店 手島　主奈子 76歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 嵜野　美子 76歳 大　分 ・ OBS BOWL 山本　良子 76歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 飯尾　公子 76歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 佐竹　光子 76歳 東　京 ・ 高尾スターレーン
鈴木　浩子 76歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 半田　ふみ江 76歳 静　岡 ・ 神明ボウル 佐々木高子 76歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 小畠　陽子 76歳 香　川 ・ スエヒロボウル 阿部　優子 76歳 大　分 ・ OBS BOWL 折戸　恭子 76歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店
福田　やすゑ 76歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール 佐野　園子 76歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 下村　ヤス子 76歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル 山本　節子 76歳 東　京 ・ 高田馬場グランドボウル 松嶋　恵子 76歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 岡本　英子 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店
谷本　加代子 76歳 香　川 ・ MG-BOWL 竹下　信子 76歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 村社　弥江子 76歳 東　京 ・ 品川プリンスホテルボウリングセンター 小笠原紀子 76歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 秋田　素子 76歳 東　京 ・ 立川スターレーン 石井　まさえ 76歳 東　京 ・ 平和島スターボウル
小林　勝枝 76歳 茨　城 ・ 日立ボウルクレーン 上原　とし子 76歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 千々和千衣子 76歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 杉原　宗子 76歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ/コロナキャットボウル中川店 野口　節子 76歳 栃　木 ・ 足利スターレーン 石井　美代子 76歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール
古山　京子 76歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 市川　恒子 76歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 平出　記代子 76歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 大西　芳江 76歳 愛　知 ・スポルト名古屋/稲沢グランドボウル 前田　久子 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 山崎　千津子 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店
石井　幸子 76歳 神奈川 ・ タチバナボウル 中村　和子 76歳 佐　賀 ・ メリーランドタケオボウル 池田　ゆき 76歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 永岡　ヒデ子 76歳 神奈川 ・ タチバナボウル 中原　一恵 76歳 福　岡 ・ フラワーボウル 小西　早智子 76歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
中田　かの 76歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 松尾　テツヨ 76歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 山崎　光子 76歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター 井上　圭子 76歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 増田　ミツ子 76歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 村端　敬子 76歳 千　葉 ・ 富津スターレーン
古谷　洋子 76歳 神奈川 ・ タチバナボウル 堀口　ミサ子 76歳 大　分 ・ OBS BOWL 菱木　静代 76歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 中山　初枝 76歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 宮坂　たづ子 76歳 兵　庫 ・AREA-DO三田ボウリングセンター 矢野　敏子 76歳 愛　知 ・ 東名ボール
興津　房枝 76歳 静　岡 ・ 神明ボウル 近藤　和子 76歳 広　島 ・ 広島パークレーン 木口　温子 76歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 川喜田イツ 76歳 三　重 ・ サンパークレーン 佐藤　いよ 76歳 千　葉 ・ 北小金ボウル 太田　重子 76歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル
土肥　雅江 76歳 富　山 ・ 立山グランドボウル 関根　正子 76歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 団塚　信子 76歳 大　分 ・ OBS BOWL 川端　美智子 76歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 種子田みずえ 76歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 前野　勝子 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店
中西　康子 76歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 竹下　勝代 76歳 静　岡 ・ 掛川毎日ボウル 松石　恵子 76歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 織田　登紀子 76歳 福　岡 ・ フラワーボウル 吉田　美都子 76歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 成吉　八千代 76歳 福　岡 ・ フラワーボウル
池田　洋子 76歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 山森　静子 76歳 奈　良 ・ オプトボウルタカダ 芹田　義子 76歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 今井　みさ子 76歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 塩川　勝子 76歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 福永　淳子 76歳 福　岡 ・ フラワーボウル
古家　弘美 76歳 広　島 ・ 広島パークレーン 滴草　節子 76歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 高柳　迪恵 76歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 山田　典代 76歳 静　岡 ・ トマトボウル 大島　祥子 76歳 広　島 ・ コロナキャットボウル福山店 渡部　久子 76歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン
渡邊　幸子 76歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 池野　美千代 76歳 千　葉 ・ 北小金ボウル 竹内　瑞枝 76歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 渡辺　嶺子 76歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 小西　昭子 76歳 三　重 ・ サンパークレーン 笹渕　豊子 76歳 福　岡 ・ フラワーボウル
篠原　由美子 76歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 谷口　美砂子 76歳 京　都 ・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 森　　民子 76歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 青木　瑞枝 76歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 桜井　順子 76歳 広　島 ・ 広電ボウル 安田　忠子 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店
富田　節子 76歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 吉田　美代子 76歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 舘　　ミナエ 76歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 山崎　幸枝 76歳 広　島 ・ ミスズボウル 井上　芳江 76歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 岸上　和子 76歳 広　島 ・ 広島パークレーン
松崎　まさえ 76歳 山　梨 ・ ダイトースターレーン双葉 清山　直子 76歳 大　分 ・ OBS BOWL 三木　勝江 76歳 神奈川 ・ タチバナボウル 川尻　ナツ 76歳 福　岡 ・ フラワーボウル 大塚　靖代 76歳 茨　城 ・ 大学ボウル土浦本店 松丸　純子 76歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン
竹内　享子 76歳 山　口 ・ ボウリングの・森 及川　美津子 76歳 埼　玉 ・ 春日部ターキーボウル 門内　美子 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 高野　みち子 76歳 東　京 ・品川プリンスホテルボウリングセンター 平田　多美子 76歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 榎島　泰子 76歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル
千葉　福枝 76歳 静　岡 ・ 神明ボウル 蒲　　末子 76歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 上田　勝子 76歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 石黒　スミ子 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 植竹　京子 76歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 三露　瑠美子 76歳 熊　本 ・パスカワールド　グリーンランド店
阪口　映子 76歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 岩田　桂子 76歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 大賀　夏子 76歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 舟橋　恵美子 76歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 手嶋　ミサ子 76歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 高木　友子 76歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル
増留　良子 76歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 渋谷　幸子 76歳 宮　崎 ・ サンボウル 髙木　いし 76歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 柿木原久子 76歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 加藤　良子 76歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 松井　留壬子 76歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店
藤東　栄子 76歳 広　島 ・ 広島パークレーン 前田　芳枝 76歳 静　岡 ・ 神明ボウル 竹内　政子 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 池本　芙美代 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 中野　孝子 76歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 林　　千枝子 76歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル
為谷　美代子 76歳 神奈川 ・ 川崎グランドボウル 伊藤　敦子 76歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 久田　京子 76歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 小磯　千恵子 76歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 金田　すみ 76歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 斉藤　明子 75歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店
海沼　敏子 75歳 茨　城 ・ フジ取手ボウル 野島　元子 75歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 前田　允子 75歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 横田　なみ子 75歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 近藤　政江 75歳 長　野 ・ ヤングファラオ 神戸　和子 75歳 鳥　取 ・ 鳥取スターボウル
菅原　房江 75歳 福　岡 ・ フラワーボウル 土田　かずえ 75歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル 大野　晴子 75歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 木下　香 75歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 田中　順子 75歳 島　根 ・ 益田ボウリング 薮下　典子 75歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
宮地　道子 75歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 松山　敦子 75歳 宮　崎 ・ 西都ヤングボウル 田中　チヨ 75歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール 池野　康子 75歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 梅野　悦子 75歳 福　岡 ・ フラワーボウル 谷川　洋子 75歳 広　島 ・ 広島パークレーン
沓澤　洋子 75歳 東　京 ・ 西東京レーン 大喜多和子 75歳 三　重 ・ サンパークレーン 臺　　利江 75歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 植木　正子 75歳 東　京 ・品川プリンスホテルボウリングセンター 武藤　輝美 75歳 大　阪 ・ アルゴボウル 大竹　弘子 75歳 広　島 ・ 広電ボウル
佐々木エツ子 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 升田　貞子 75歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 山田　洋子 75歳 福　岡 ・ スポルト福岡 櫻田　節子 75歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 入江　美智子 75歳 福　岡 ・ フラワーボウル 澤村　暉子 75歳 福　岡 ・ フラワーボウル
矢光　昭子 75歳 東　京 ・ 東京ドームボウリングセンター 関　　美保子 75歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 高瀬　順子 75歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 山口　小夜子 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 橋本　順子 75歳 栃　木 ・ 足利スターレーン 北澤　富子 75歳 東　京 ・ 中野サンプラザボウル/荻窪ボウル
仲　　満喜 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 菱沼　操 75歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 栗山　和子 75歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 杉崎　梢 75歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン 内藤　洋子 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店 小佐々武子 75歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル
森本　三智江 75歳 香　川 ・ MG-BOWL 恒遠　ふみよ 75歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 清水　弘子 75歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 秋元　あけみ 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 奥村　多恵子 75歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 柳澤　由美子 75歳 千　葉 ・ 富津スターレーン
太田　文江 75歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 斉藤　操 75歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 鬼頭　洋子 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 𠮷武　ヒサエ 75歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン 田中　二三代 75歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル 貴志　早代 75歳 大　阪 ・ アルゴボウル
榊　　文子 75歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 西尾　静代 75歳 静　岡 ・ 神明ボウル 松尾　明子 75歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン 佐藤　のぶ子 75歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 神田　和子 75歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 三田　悦子 75歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン
熊野　博子 75歳 香　川 ・ 太洋ボウル 村田　紀美子 75歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 木村　ケイ子 75歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル 小木曽厚子 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 宮腰　淑子 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 和田　イク子 75歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本
石川　文子 75歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 伊藤　節子 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 三宅　恵子 75歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 山本　洋子 75歳 愛　知 ・ 星が丘ボウル 袴着　智沙子 75歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 須藤　幾代 75歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店
岩本　民子 75歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 村上　綾子 75歳 広　島 ・ コロナキャットボウル福山店 木村　フミ子 75歳 神奈川 ・ タチバナボウル 田嶋　みち子 75歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 長島　輝子　 75歳 岡　山 ・ コーシンボウル 高野　清子 75歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
土肥　美代子 75歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 近藤　喜久 75歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル 柴田　初美 75歳 愛　知 ・ 名古屋グランドボウル 北川　和江 75歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里 橋本　英子 75歳 大　分 ・ OBS BOWL 三井　美知子 75歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店
伊志嶺政子 75歳 沖　縄 ・ マチナトボウル 奥野　春代 75歳 大　阪 ・ アルゴボウル 鶴井　洋子 75歳 東　京 ・品川プリンスホテルボウリングセンター 松本　三枝子 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 内山　敏恵 75歳 静　岡 ・ 掛川毎日ボウル 大村　民子 75歳 岡　山 ・ ネグザスボウル
大久保笑子 75歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 村上　エツ子 75歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 倉永　悦子 75歳 大　阪 ・ アルゴボウル 大橋　和枝 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 川口　嬉子 75歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 蓮井　ヨシエ 75歳 香　川 ・ MG-BOWL
齋藤　珠實 75歳 栃　木 ・ 宇都宮第二トーヨーボウル 小関　ミヨ子 75歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 山口　恵美子 75歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 長谷川康子 75歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店 川島　美子 75歳 埼　玉 ・ ジョイナスボウル 村田　賀代子 75歳 東　京 ・ 平和島スターボウル
森田　明美 75歳 栃　木 ・ 足利スターレーン 田染　美喜子 75歳 大　分 ・ OBS BOWL 柿田　珠江 75歳 群　馬 ・ 藤岡ボウル 本多　由美子 75歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 松本　秀子 75歳 静　岡 ・ トマトボウル 廣瀬　孝子 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン
石本　真子 75歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 大石　清子 75歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 宮本　やす子 75歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン 坂井　恵子 75歳 神奈川 ・ 川崎グランドボウル 北野　和代 75歳 福　岡 ・ スポルト福岡 大道　和子 75歳 静　岡 ・ トマトボウル
瀬野　アヤ 75歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 杉浦　サチ子 75歳 愛　知 ・ 半田グランドボウル 浜崎　昌子 75歳 香　川 ・ スエヒロボウル 田尻　美智子 75歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 阿部　久美子 75歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 祖父江安子 75歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル
川島　邦子 75歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 穴井　まち子 75歳 福　岡 ・ 七隈ファミリープラザ 古道　澤子 75歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 関　　ヒロ子 75歳 香　川 ・ MG-BOWL 保坂　八重子 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 鈴木　三幸 75歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
三浦　美代子 75歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 加来　晴美 75歳 大　分 ・ OBS BOWL 行貝　琴己 75歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 永田　光子 75歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 伊東　勝子 75歳 大　分 ・ OBS BOWL 野中　安枝 75歳 香　川 ・ スエヒロボウル
田和　和子 75歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 飯田　二三子 75歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 関川　幸子 75歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 伊藤　ひろみ 75歳 埼　玉 ・ 春日部ターキーボウル 安江　奈々子 75歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 川口　文代 75歳 三　重 ・ サンパークレーン
中垣　美枝子 75歳 埼　玉 ・ 新狭山グランドボウル 島田　洋子 75歳 茨　城 ・ 勝田パークボウル 津久井敏子 75歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 井上　トシ子 75歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 水谷　啓子 75歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 高木　寿美子 75歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
竹内　まち子 75歳 愛　知 ・ 半田グランドボウル 堀井　祐子 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 早瀬　文子 75歳 愛　知 ・スポルト名古屋/コロナキャットボウル中川店 浅野　美千代 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 清水　光子 75歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 平川　和子 75歳 熊　本 ・ 菊陽ボウル
大森　和子 75歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 佐藤　幸子 75歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 駒田　ツキエ 75歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 鈴木　つや子 75歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 薄谷　順子 75歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 中原　恭子 75歳 山　口 ・ ボウリングの・森
山田　やす子 75歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 山口　としみ 75歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 薄井　慶子 75歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 坂東　明美 75歳 広　島 ・ コロナキャットボウル福山店 羽鳥　眞里子 75歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 上野　理子 75歳 愛　媛 ・ キスケKIT
米須　エミ子 75歳 沖　縄 ・ マチナトボウル 島田　幸子 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 佐藤　純子 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 鈴木　佐輝子 75歳 広　島 ・ キャッスルボウル福山 森川　さよ 75歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 平原　美智子 75歳 東　京 ・ 平和島スターボウル
櫨本　多美子 75歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 鈴木　敬子 75歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 西尾　澄江 75歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 菅谷　鈴子 75歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 棟久　和江 75歳 山　口 ・ ボウリングの・森 長尾　保子 75歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
坂井　仁子 75歳 東　京 ・ 経堂ボウル 高野　静子 75歳 茨　城 ・ 勝田パークボウル 内村　チエ子 75歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 黒光　初枝 75歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 山下　玉江 75歳 静　岡 ・ 袋井グランドボウル 木村　桂子 75歳 茨　城 ・ 勝田パークボウル
野口　薫子 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン

小林　娟子 82歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 小浦　朝子 82歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト横須賀店/ボウリング王国スポルト八景店 岩瀬　朱美 82歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 高桑　みつ江 82歳 茨　城 ・ 大学ボウル水戸店 相原　扶美子 82歳 北海道 ・ ディノスボウル札幌麻生
溝口　保枝 82歳 広　島 ・ 広島パークレーン 西　　久江 82歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 加藤　芳江 82歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ 山本　とし子 82歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル 中村　寿子 82歳 東　京 ・ 笹塚ボウル
内山　ユキ江 82歳 静　岡 ・ トマトボウル 金子　陽子 82歳 新　潟 ・ サウンドボウル見附店 佐藤　カツ子 82歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 堤　　恵美子 82歳 東　京 ・ 新小岩サニーボール 仲地　和子 82歳 沖　縄 ・ サラダボウル
荷川取ハツ 82歳 沖　縄 ・ サラダボウル 平峰　良子 82歳 東　京 ・ 高田馬場グランドボウル 阿部　とみ子 82歳 愛　知 ・ 春日井グランドボウル 小笠原美津恵 82歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 青木　清子 82歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル
井出口アサ子 82歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 石川　良子 82歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 小高　文子 82歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル 松原　和代 82歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル 小峯　満里子 82歳 神奈川 ・ ハマボール
渡部　久美子 82歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 矢土　妙子 82歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店 工藤　久美子 82歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 石井　恵子 82歳 東　京 ・ 品川プリンスホテルボウリングセンター 海保　みとり 82歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター
北村　イネ子 82歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 長門　房子 82歳 茨　城 ・ フジ取手ボウル 佐藤　トミ子 82歳 福　岡 ・ スポルト福岡 外川　鍈子 82歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 頓宮　勝江 82歳 神奈川 ・ 湘南とうきゅうボウル
織部　佐世子 82歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル 山本　美代子 82歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店 原　　知子 82歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 宮坂　一子 82歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル 田中　ヒロ子 82歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル
藤村　ケイ子 82歳 岩　手 ・ マッハランド 星川　あけみ 82歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル 久田　小夜子 82歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 山下　三枝子 82歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 小宮　幸子 82歳 栃　木 ・ 宇都宮第二トーヨーボウル
平岡　絹枝 82歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 門脇　セツ子 82歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 尾崎　昭子 82歳 広　島 ・ 広電ボウル 井手　昭子 82歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 吉沢　美佐子 82歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン
齋藤　典子 82歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル 中島　文枝 82歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン 田村　幸子 82歳 鳥　取 ・ 米子YSPボウル 岡村　ワカ子 82歳 東　京 ・ 立川スターレーン 品川　和子 82歳 愛　媛 ・ キスケKIT
野崎　吉子 82歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 仁田原悠貴子 82歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 林　　洋子 82歳 島　根 ・ 出雲会館センターボウル 安部　久代 82歳 大　分 ・ OBS BOWL 関山　禮子 82歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル
島田　トシ子 82歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 猿渡　ノブコ 82歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 清　　陽子 82歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 武仲　栄子 82歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 宮本　ヒロ子 82歳 福　岡 ・ フラワーボウル
上野　博子 82歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 佐々木寿子 82歳 広　島 ・ 広電ボウル 角野　嗣子 82歳 茨　城 ・ 鹿島ボウル 宮崎　正江 82歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター 舘　　章子 82歳 三　重 ・ ラウンドワン津・高茶屋店
米倉　良江 82歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 島崎　佳江 82歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル 山口　房子 82歳 愛　知 ・ 半田グランドボウル 横倉　榮子 82歳 茨　城 ・ 大学ボウル水戸店 下田　テツヨ 82歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店
坪井　節子 82歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル 今谷　文子 82歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松 漆原　文子 82歳 東　京 ・ 立川スターレーン 木下　芙美 82歳 茨　城 ・ 鹿島ボウル 櫻井　敏子 82歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川
毛利　昭子 82歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 藤沢　友子 82歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 尾崎　和子 82歳 大　阪 ・ アルゴボウル 安藤　鈴子 82歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 杉本　典子 82歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル
木村　初江 82歳 東　京 ・ 立川スターレーン 高嶋　八重子 82歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 奥田　富子 82歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島 森　　保子 82歳 静　岡 ・ 神明ボウル 宮城　孝子 82歳 沖　縄 ・ サラダボウル
増岡　愛子 82歳 北海道 ・ ディノスボウル札幌麻生 楠本　幸子 82歳 香　川 ・ 志度ファミリーボウル 桂木　多美子 82歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 吉田　ヤス子 82歳 広　島 ・ 広電ボウル 山下　恵美子 82歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン
伊藤　有利 82歳 岐　阜 ・ 多治見パークレーンズ 矢後　久子 82歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 毛利　千惠子 82歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター 柴田　チエ 82歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 斉藤　慶江 82歳 東　京 ・ 高尾スターレーン
起須　由紀子 82歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島 下野　弘子 82歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 長谷川良子 82歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 稲葉　澄江 82歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 宮森　浩子 82歳 北海道 ・ 綜合レジャーサンコーボウル
川角　みつ江 82歳 愛　知 ・ 半田グランドボウル 岩田　美智子 82歳 東　京 ・ 西東京レーン 池野　敏子 82歳 東　京 ・ 西東京レーン 岩永　ヒサ子 82歳 埼　玉 ・ 浦和スプリングレーンズ 御厨　高代 82歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス
丹波　静子 82歳 大　阪 ・ アルゴボウル 岡田　博子 82歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松 椎谷　英子 82歳 東　京 ・ 経堂ボウル 山崎　尚美 82歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 今井　奈津子 82歳 東　京 ・ 平和島スターボウル
高畠　美和子 82歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 工藤　マサ 82歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店 喜友名ヨシ子 82歳 沖　縄 ・ 北谷ボウル 油井　紘子 82歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 中山　敏子 82歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル
田名部良子 82歳 青　森 ・ ゆりの木ボウル 青木　とめ子 82歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル 矢野　美千子 82歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 山田　美砂子 82歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 中原　範子 82歳 大　阪 ・ アルゴボウル
高橋　泰子 82歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 金森　愛子 82歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 木野　文子 82歳 静　岡 ・ 袋井グランドボウル 中村　道子 82歳 長　野 ・ アピナボウル松本城山店 相澤　咲子 82歳 宮　城 ・ コロナキャットボウル仙台店
土屋　やす子 82歳 山　梨 ・ 都留ファミリーボウル 佐藤　道子 82歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル 亀川　満里子 82歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 杉水流イツ子 82歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 福冨　久子 82歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店
梅村　加代子 82歳 愛　知 ・ 東名ボール 窪村　初枝 82歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル 阿部　文子 82歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 高橋　いち子 82歳 静　岡 ・ 袋井グランドボウル 喜多　光子 82歳 兵　庫 ・ AREA-DO三田ボウリングセンター
高津　京子 82歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 蒲原　タツエ 82歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 岩脇　和子 82歳 静　岡 ・ 御殿場パークレーンズ 吉岡　三枝子 82歳 大　分 ・ OBS BOWL 小寺　由美子 82歳 三　重 ・ アソビックスあさひ
村瀬　清子 82歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 山野　玲子 82歳 広　島 ・ 広電ボウル 浜田　俊子 82歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 前澤　扶久子 82歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 上原　政子 82歳 沖　縄 ・ マチナトボウル
梶原　喜美子 81歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 小林　公代 81歳 大　阪 ・ 神崎川ダイドーボウル 春木　静香 81歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 安彦　ヨシエ 81歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 小松　祐子 81歳 北海道 ・ ディノスボウル札幌麻生
佐々木三和子 81歳 宮　城 ・ プレナミヤギ 小松　紘子 81歳 広　島 ・ 広電ボウル 山口　昭乃 81歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 吉村　信子 81歳 大　阪 ・ アルゴボウル 中根　松代 81歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル
武藤　朝子 81歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 石本　文子 81歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール 徳井　小百合 81歳 愛　媛 ・ 桑名ボウル 角掛　秋子 81歳 北海道 ・ 釧路パレスボウル 大石　トヨコ 81歳 東　京 ・ SAP日野ボウル
松浦　靖子 81歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 藤村　保子 81歳 山　口 ・ 下関ロイヤルボウル 青山　久美子 81歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 小野寺英子 81歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 岩田　瑠美子 81歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
佐藤　宮子 81歳 宮　城 ・ 気仙沼さくらボウル 伊藤　桂子 81歳 愛　知 ・ 半田グランドボウル 広田　美津子 81歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト横須賀店 江袋　芳子 81歳 埼　玉 ・ SAP草加ボウル 堀　　善子 81歳 富　山 ・ 立山グランドボウル
藤田　千代子 81歳 愛　媛 ・ キスケKIT 川崎　加代 81歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 伊藤　とみ子 81歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 山田　和子 81歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 榎本　フジ子 81歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル
植田　千恵 81歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 石垣　孝子 81歳 東　京 ・ SAP日野ボウル 安斉　恭子 81歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 三好　喜久子 81歳 東　京 ・ 中野サンプラザボウル 渡邊　トセ 81歳 北海道 ・ 千歳フジボウル
宮下　京子 81歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 阿部　知子 81歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 下園　恵美子 81歳 大　阪 ・ 神崎川ダイドーボウル 茂田　とみ 81歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 平良　貞子 81歳 沖　縄 ・ スカイレーン
山崎　美袮子 81歳 茨　城 ・ フジ取手ボウル 高久保瑞子 81歳 福　岡 ・ フラワーボウル 中村　照子 81歳 長　野 ・ アピナボウル安曇野店 横田　満智子 81歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 木山　愛子 81歳 福　岡 ・ 宗像シティボウル
古矢　さき子 81歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 澤田　智子 81歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 村　　幸子 81歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 西村　文江 81歳 長　野 ・ ヤングファラオ 三浦　貞子 81歳 神奈川 ・ 神奈中平塚ボウル
小泉　萬里子 81歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 髙山　涼子 81歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 松木　栄子 81歳 長　野 ・ ヤングファラオ 小澤　律子 81歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 大谷　佳子 81歳 東　京 ・ 経堂ボウル
山口　道子 81歳 北海道 ・ 釧路パレスボウル 藤　　優子 81歳 福　岡 ・ フラワーボウル 立野　正子 81歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル 大石　妙子 81歳 神奈川 ・ 川崎グランドボウル 菊武　喜久子 81歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター
今里　智恵子 81歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 田口　紀子 81歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 河村　富子 81歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 鈴木　由子 81歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 田中　正子 81歳 東　京 ・ 品川プリンスホテルボウリングセンター
岸山　由美子 81歳 東　京 ・ 立川スターレーン 稲垣　幸子 81歳 三　重 ・ 久居ボウリングセンター 関根　君子 81歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル 浜地　美千子 81歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 宮川　千鶴子 81歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル
東　　年代 81歳 熊　本 ・ LTBボウル水前寺 青木　一枝 81歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 石井　博子 81歳 神奈川 ・ 湘南とうきゅうボウル 豊田　喜美子 81歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松 堀田　仲子 81歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル
森ケ崎照子 81歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 藤田　公子 81歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル 松尾　正子 81歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 間瀬　トミ子 81歳 神奈川 ・ タチバナボウル 野宮　幸子 81歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ
白木　栄子 81歳 北海道 ・ ディノスボウル帯広 山本　ちどり 81歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール 青島　洋子 81歳 山　梨 ・ ダイトースターレーン双葉 請川　辰恵 81歳 北海道 ・ 釧路パレスボウル 児玉　智子 81歳 東　京 ・ SAP日野ボウル
林　　ゆさ子 81歳 長　野 ・ アピナボウル安曇野店 土岐　みつ子 81歳 長　野 ・ アストロボウル 藤島　博子 81歳 宮　崎 ・ サンボウル 赤津　志津枝 81歳 東　京 ・ 高田馬場グランドボウル 山口　伸子 81歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス
水野　美奈子 81歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 神野　桂子 81歳 東　京 ・ 高田馬場グランドボウル 得田　三知子 81歳 静　岡 ・ 御殿場パークレーンズ 伊勢崎洋子 81歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 小倉　紀美子 81歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店
川本　泰代 81歳 広　島 ・ 広島パークレーン 伊藤　弘子 81歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 新　　照子 81歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 松浦　エツ子 81歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 上野　京子 81歳 北海道 ・ 千歳フジボウル
平木　ハルメ 81歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 松浦　達子 81歳 広　島 ・ 広島パークレーン 丸山　武子 81歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島 佐久間龍美 81歳 東　京 ・ 西東京レーン/SAP日野ボウル 原田　紀代子 81歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン
小林　峯子 81歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 有海　千鶴子 81歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト横須賀店 北尾　常子 81歳 広　島 ・ 広島パークレーン 山田　静枝 81歳 東　京 ・ SAP日野ボウル 渡辺　啓子 81歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店
高橋　園枝 81歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 七五三木峯子 81歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール 渡辺　ユキ 81歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール 渡辺　景子 81歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 小泉　紀子 81歳 鳥　取 ・ クイーンボウル
大和　千恵子 81歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 小林　ハツエ 81歳 長　野 ・ ヤングファラオ 宮本　弘子 81歳 北海道 ・ ディノスボウル札幌麻生 鈴木　洋子 81歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 大見　春江 81歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店
新田　和子 81歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 長嶋　紀子 81歳 福　岡 ・ スポルト福岡 佐原　紀美子 81歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 長塩　千春 81歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 久保　タエ子 81歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター
栗田　香代子 81歳 茨　城 ・ 勝田パークボウル 山本　久子 81歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 小金丸京子 81歳 福　岡 ・ スポルト福岡 小西　紀久子 81歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 村山　勢津子 81歳 福　岡 ・ フラワーボウル
佐藤　道枝 81歳 静　岡 ・ 神明ボウル 穴井　久子 81歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 辻　　志ず子 81歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 友野　美喜子 81歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 橋本　初子 81歳 北海道 ・ 苫小牧中央ボウル
青木　芳江 81歳 岡　山 ・ コーシンボウル 崎山　規子 81歳 沖　縄 ・ サラダボウル 藤本　全子 81歳 愛　知 ・ 東名ボール 桜井　玲子 81歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ 廣部　房子 81歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ
佐藤　陽子 81歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 大杉　フジ子 81歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 小山　節子 81歳 三　重 ・ サンパークレーン 稲田　紀美子 81歳 大　阪 ・ アルゴボウル 佐川　宮子 81歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店
高野　孝子 81歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル 林　　弘子 81歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 佐久間サエ子 81歳 神奈川 ・ タチバナボウル 万田　政子 81歳 福　岡 ・ スポガ香椎 渡邉　康子 81歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン
荻村　都子 81歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 三宅　邦子 81歳 東　京 ・ 立川スターレーン 小山　ヤス子 81歳 沖　縄 ・ 北谷ボウル 稲元紀代子 81歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 高田　時子 81歳 愛　知 ・ 半田グランドボウル
大澤　光子 81歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 加藤　正代 81歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 小澤　淑恵 81歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 吉田　美恵子 81歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 大野　順子 81歳 広　島 ・ 広島パークレーン
恩田　久子 81歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル 椚原　栄子 81歳 山　梨 ・ 都留ファミリーボウル 柴山　ハルヨ 81歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 平井　禎子 81歳 北海道 ・ 綜合レジャーサンコーボウル 沼　　冨士代 81歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル
三島　伸子 81歳 広　島 ・ 広電ボウル 及川　順子 81歳 宮　城 ・ コロナキャットボウル仙台店 加山　眞佐子 81歳 神奈川 ・ 川崎グランドボウル 森田　静子 81歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 徳本　和子 81歳 鳥　取 ・ 米子YSPボウル
新村　栄子 81歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 知念　靖子 81歳 沖　縄 ・ 北谷ボウル 久田　邦子 81歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 清水　桂子 81歳 神奈川 ・ ハマボール 旗島　郁子 81歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル
児玉　洋子 81歳 北海道 ・ ディノスボウル苫小牧 加藤　房子 81歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 加藤　洋子 81歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 中垣　喜美子 81歳 北海道 ・ 釧路パレスボウル 堀　　弘子 81歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島
後藤　紀久子 81歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 平林　栄子 81歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 長富　雅子 81歳 山　口 ・ ボウリングの・森 遠藤　ちどり　 81歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 板橋　眞喜子 81歳 大　阪 ・ アルゴボウル
達山　房子 81歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 津下　成子 81歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 青沼　あつ子 81歳 長　野 ・ ラウンドワンスタジアム長野店 美坂　由起子 81歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 座間　里子 81歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン
浦田　康子 81歳 三　重 ・ サンパークレーン 本郷　栄子 81歳 千　葉 ・ 北小金ボウル 小川　洋子 81歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 枝浪　礼子 81歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 岡部　久子 81歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン
吉田　桂子 81歳 神奈川 ・ タチバナボウル 津島　ユズル 81歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 杉原　公弥子 81歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 山本　三枝 81歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 塩川　啓子 81歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル
海津　美千子 81歳 福　岡 ・ フラワーボウル 関　　似美子 81歳 新　潟 ・ サウンドボウル見附店 小倉　よし子 81歳 東　京 ・ 高田馬場グランドボウル 藤見　秋枝 81歳 大　阪 ・ アルゴボウル 豊田　容子 81歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル
定岡　時代 81歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 谷川　恵津子 80歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 川合　和子 80歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン 池田　久美子 80歳 大　阪 ・ アルゴボウル 郷　　初子 80歳 東　京 ・ アイビーボウル向島
田中　かつ代 80歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 佐野　洋子 80歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 東條　幸子 80歳 静　岡 ・ 御殿場パークレーンズ 相良　順子 80歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 伊東　トシ子 80歳 東　京 ・ 高尾スターレーン
米澤　トシ子 80歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 澤井　真弓 80歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 伊藤　ふさえ 80歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 斉藤　玲子 80歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 松田　君代 80歳 富　山 ・ 立山グランドボウル
矢次　眞子 80歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール 戸田　瑞子 80歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 下地　喜代子 80歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 戸田　千恵 80歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 仙頭　靖子 80歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル
山口　純子 80歳 東　京 ・ 立川スターレーン 村上　初枝 80歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル 滝澤　アサ子 80歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 谷　　スマ子 80歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 酒井　文子 80歳 富　山 ・ 立山グランドボウル
田中　育子 80歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 数納　スミ 80歳 北海道 ・ 苫小牧中央ボウル 服部　靖子 80歳 栃　木 ・ 足利スターレーン 一ノ瀬紀美 80歳 佐　賀 ・ メリーランドタケオボウル 野垣　槇子 80歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
盛田　和子 80歳 愛　知 ・ 半田グランドボウル 高橋　杏子 80歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 柴田　智代 80歳 愛　知 ・ 名古屋グランドボウル 徳富　朋世 80歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 横山　千代子 80歳 東　京 ・ 東京ポートボウル
脇　　眞澄 80歳 滋　賀 ・ 愛知川ボウル 荏隈　伸子 80歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 大塚　ケイ子 80歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル 渡辺　芳子 80歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 津村　悦子 80歳 香　川 ・ MG-BOWL
楠田　蓉子 80歳 福　岡 ・ スポルト福岡 室伏　寿子 80歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 嘉村　八千代 80歳 福　岡 ・ フラワーボウル 山崎　紀子 80歳 佐　賀 ・ メリーランドタケオボウル 永島　美佐恵 80歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店
落合　千保子 80歳 福　岡 ・ フラワーボウル 嶋根　時子 80歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル 寺澤　美智子 80歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 林田　美佐子 80歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 須川　ヤス子 80歳 北海道 ・ 千歳フジボウル
宮本　ひさえ 80歳 静　岡 ・ トマトボウル 堀口　紀子 80歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール 石塚　英子 80歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 山崎　きみ江 80歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 後藤　一江 80歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
外間　美枝子 80歳 沖　縄 ・ マチナトボウル 杉山　てる子 80歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 三橋　静子 80歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 柳生　恵美子 80歳 山　口 ・ 下関ロイヤルボウル 玉木　容子 80歳 東　京 ・ 品川プリンスホテルボウリングセンター
鶴身　泰子 80歳 香　川 ・ 志度ファミリーボウル 藤川　智子 80歳 広　島 ・ 広島パークレーン 山本　悦子 80歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 大井　静江 80歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター 白石　みつ江 80歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル
辻　　龍子 80歳 静　岡 ・ 神明ボウル 村松　アヤ子 80歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 高橋　タイ 80歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 豊田　和子 80歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル 小野　礼子 80歳 静　岡 ・ 神明ボウル
及川　千恵子 80歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 八頭司俊子 80歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター 石谷　アサカ 80歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 松浦　フミ子 80歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 梅津　雅子 80歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン
岡島　靖子 80歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 土井　紀美子 80歳 静　岡 ・ 御殿場パークレーンズ 龍　　ヤツミ 80歳 福　岡 ・ フラワーボウル 伊藤　和代 80歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 佐藤　庸子 80歳 神奈川 ・ 湘南とうきゅうボウル
小林　三奈子 80歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 高野　陽子 80歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン 中野　充子 80歳 広　島 ・ 広島パークレーン 清水　孝子 80歳 北海道 ・ 帯広スズランボウル 押谷　フジ子 80歳 広　島 ・ 広島パークレーン
國貞　洋子 80歳 広　島 ・ 広電ボウル 中村　増子 80歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 中澤　順子 80歳 東　京 ・ 品川プリンスホテルボウリングセンター 岡山　悦子 80歳 鳥　取 ・ 鳥取スターボウル 番　　里美 80歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島
岩瀬　恒子 80歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 筒井　美保子 80歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 冨永　愽子 80歳 福　岡 ・ スポルト福岡 河内　安子 80歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 佐山　千晶 80歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店
萩原　ミユキ 80歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 岡田　紀代子 80歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 安達　すみ子 80歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 杉浦　まさ子 80歳 静　岡 ・ トマトボウル 遠山　絹子 80歳 北海道 ・ ディノスボウル札幌麻生
庄司　清子 80歳 宮　城 ・ コロナキャットボウル仙台店 白木　正枝 80歳 福　岡 ・桃園シティボウル/コロナキャットボウル小倉店 原　　総子 80歳 広　島 ・ 広島パークレーン 寒河江せつ子 80歳 宮　城 ・ コロナキャットボウル仙台店 池澤　孝江 80歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル
粒崎　輝子 80歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル 渡邉　冨喜代 80歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 井上　昭子 80歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 山内　栄子 80歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 稲葉　いし子 80歳 静　岡 ・ 神明ボウル
沼口　キミ 80歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール 松田　シメノ 80歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 浅野　圭子 80歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 村中　知加子 80歳 北海道 ・ ディノスボウル帯広 山口　綾子 80歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ
浅生　晴子 80歳 三　重 ・ 久居ボウリングセンター 田口　弘美 80歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 望月　幸子 80歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 横山　久慧 80歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 一條　春代 80歳 岩　手 ・ マッハランド
玉田　千恵 80歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 塚本　弥生 80歳 神奈川 ・ タチバナボウル 與那嶺敏子 80歳 沖　縄 ・ スカイレーン 中野　敏子 80歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 島村　美禰子 80歳 広　島 ・ コロナキャットボウル福山店
橋本　鈴子 80歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 青木　ふみ子 80歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター 福田　洋子 80歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 津金　かよ子 80歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト横須賀店 安井　扶佐子 80歳 岡　山 ・ ネグザスボウル
伏田　美枝 80歳 広　島 ・ ミスズボウル 佐藤　時子 80歳 山　梨 ・ 大丸パークレーンズ 森藤　やよひ 80歳 福　岡 ・ フラワーボウル 林　　文子 80歳 長　野 ・ アストロボウル 高井　美佐子 80歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル
観音林久子 80歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール 井上　加津子 80歳 静　岡 ・ ビラ江戸屋ボウル 車　　黎子 80歳 福　岡 ・ 七隈ファミリープラザ 牧野　幸子 80歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 石川　光子 80歳 茨　城 ・ 大学ボウル土浦本店
三枝　弘子 80歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 長嶋　ユキ子 80歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 松本　明子 80歳 神奈川 ・ 相模原パークレーンズ 上田　春江 80歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 伊藤　亘代 80歳 東　京 ・ 経堂ボウル
小沢　禧代子 80歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 谷口　恒子 80歳 福　岡 ・ フラワーボウル 目黒　政枝 80歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 木山　節子 80歳 愛　媛 ・ キスケKIT 松川　千恵 80歳 青　森 ・ ゆりの木ボウル
田村　春子 80歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 永原　良子 80歳 静　岡 ・ 御殿場パークレーンズ 野本　厚子 80歳 神奈川 ・ ハマボール 鬼埼　稔子 80歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 准　　洋子 80歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店
堀合　光子 80歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン/マッハランド 管野　君江 80歳 山　梨 ・ 都留ファミリーボウル 佐藤　敏子 80歳 熊　本 ・ LTBボウル水前寺 石田　友利子 80歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 原田　綾子 80歳 群　馬 ・ パークレーン高崎
武部　鈴江 80歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 小林　瑠合子 80歳 長　野 ・ ヤングファラオ 河崎　嘉代子 80歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島 鈴木　アツ子 80歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 大内　幸代 80歳 福　岡 ・ スポルト福岡
永原　美代子 80歳 広　島 ・ ミスズボウル 高橋　靖子 80歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松 中村　ヨシ子 80歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 工藤　君代 80歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 梅島　妙子 80歳 東　京 ・ 品川プリンスホテルボウリングセンター/平和島スターボウル
山本　玲子 80歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 青島　たか子 80歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 大野　しず子 80歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 田辺　紀子 80歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 吉田　令子 80歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル
見田　泰子 80歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター 倉田　美絵 80歳 長　野 ・ アストロボウル 森本　恵子 80歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 杉浦　みな 80歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 川田　寿子 80歳 香　川 ・ 太洋ボウル
武本　米子 80歳 大　阪 ・ アルゴボウル 雄谷　豊子 80歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 長井　妙子 80歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 小原　タエ子 80歳 東　京 ・ 品川プリンスホテルボウリングセンター 平松　洋子 80歳 三　重 ・ アソビックスあさひ
浦川　也子 80歳 熊　本 ・ LTBボウル水前寺 勝田　美穂子 80歳 長　野 ・ ヤングファラオ 山田　幸子 80歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 鈴木　松子 80歳 福　島 ・ 福島オークラボウル 関　　佐代子 80歳 福　岡 ・ フラワーボウル
軽部　芳子 80歳 神奈川 ・ タチバナボウル 伊藤　博子 80歳 栃　木 ・ 足利スターレーン 伊藤　孝子 80歳 千　葉 ・ ボウルアピア柏中央店 美和　元子 80歳 神奈川 ・ 神奈中平塚ボウル 後藤　優子 80歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
砂崎　登代 80歳 三　重 ・ サンパークレーン 横山　梅美 80歳 宮　崎 ・ サンボウル 柴田　志津枝 80歳 茨　城 ・ 大学ボウル水戸店 竹原　ハツエ 80歳 青　森 ・ ゆりの木ボウル 伊礼　安子 80歳 沖　縄 ・ マチナトボウル
松本　尚美 80歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 菅原　すが子 80歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 八木　七重 80歳 東　京 ・ 西東京レーン 香坂　麗子 80歳 神奈川 ・ 神奈中平塚ボウル 国吉　秀子 80歳 沖　縄 ・ スカイレーン
鍵本　滋子 80歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル 吉田　文子 80歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 竹内　江津子 80歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 西城　英子 80歳 青　森 ・ ゆりの木ボウル 星野　日出子 80歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール
矢野　保美 80歳 大　分 ・ OBS BOWL 横田　洋子 80歳 長　野 ・ ヤングファラオ 藤田　洋子 80歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 當山　カホル 80歳 沖　縄 ・ スカイレーン 長嶋　嘉代 80歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル
伊藤　文子 80歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 甲斐　征子 80歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 幸田　晴美 80歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル 早川　千恵子 80歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 加賀　瞳 80歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル
石原　美代子 80歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 岸　　文子 80歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 河村　あさ子 80歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 新飯田ヲリ 80歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 美谷島周野 80歳 長　野 ・ アピナボウル長野篠ノ井店
竹村　教枝 80歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 中野　好乃 80歳 茨　城 ・ 大学ボウル土浦本店 石本　幸子 80歳 広　島 ・ 広電ボウル 呉屋　昌子 80歳 沖　縄 ・ マチナトボウル 岡田　悦子 80歳 東　京 ・ 中野サンプラザボウル
近藤　綾子 80歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 堀江　和佳子 80歳 岡　山 ・ ネグザスボウル 沓名　妙子 80歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 瀬古　カズ子 80歳 三　重 ・ サンパークレーン 吉村　敏枝 80歳 群　馬 ・ パークレーン高崎
山口　行子 80歳 栃　木 ・ 足利スターレーン 根木　友子 80歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 岸　　訓子 80歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 池田　邦子 80歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 築地　照代 80歳 静　岡 ・ 神明ボウル
山本　陸子 80歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 小林　富佐子 80歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル

池田　米子 82歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 駒井　静子 82歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 園部　絹代 82歳 神奈川 ・ タチバナボウル 中山　毬子 82歳 東　京 ・ 品川プリンスホテルボウリングセンター 下野　房子 82歳 埼　玉 ・ SAP草加ボウル
野田　文江 82歳 広　島 ・ 広島パークレーン 片山　京子 82歳 広　島 ・ 広電ボウル 新井　立子 82歳 埼　玉 ・ ジョイナスボウル 鎌田　郁子 82歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 今坂　喜代子 82歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店
井戸　良子 82歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター 東　　理恵子 82歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 賀古　美沙子 82歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 増田　和子 82歳 北海道 ・ ディノスボウル札幌麻生 松嶋　千恵子 82歳 静　岡 ・ 神明ボウル
三野宮妙子 82歳 宮　城 ・ 気仙沼さくらボウル 飯田　孝子 82歳 東　京 ・ 東京ポートボウル/高田馬場グランドボウル 二村　貞子 82歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 大川　順子 82歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 高岡　喜久子 82歳 愛　媛 ・ キスケKIT
永谷　桂子 82歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 元吉　香代子 82歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 糟谷　綾子 82歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 堀　　豊子 82歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 石津　妙子 82歳 東　京 ・ アイビーボウル向島
中村　すみ江 82歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 髭分　良子 82歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 村上　亘子 82歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 北村　明子 82歳 埼　玉 ・ 浦和スプリングレーンズ 長尾　月子 82歳 三　重 ・ アソビックスあさひ
三浦　康子 82歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 原　　章代 82歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 中井　千鶴子 82歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 小室　昌子 82歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里 鈴木　陽子 82歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル
河村　せい子 82歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル 井上　弘子 82歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 斉藤　香代子 82歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 伊藤　直 82歳 茨　城 ・ スポーレボウル 椎野　緑　　 82歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
住吉　光子 82歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 村田　喜久代 82歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店 宮城　松子 82歳 神奈川 ・ 川崎グランドボウル 河野　清美 82歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール 吉田　侑子 82歳 沖　縄 ・ サラダボウル
倉田　一恵 82歳 神奈川 ・ 相模原パークレーンズ 宍倉　広江 82歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 石垣　昌子 82歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 松林　正子 82歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 中里　さち 82歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル
原石　多津子 82歳 広　島 ・ 広島パークレーン 鱒沢　裕子 82歳 神奈川 ・ 相模原パークレーンズ 生倉　宏子 82歳 神奈川 ・ 相模原パークレーンズ 提島　以佐子 82歳 鳥　取 ・ 米子YSPボウル 中野　由喜子 82歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店
阿部　節子 82歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル 菊地　芳江 82歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル 中嶋　淳子 82歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 福岡　千恵子 82歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル 木村　佳子 82歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店
植田　睦子 82歳 熊　本 ・ 松橋ボウリングセンター 大友　クニ子 82歳 神奈川 ・ 相模原パークレーンズ 藤田　富代 82歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 要垣内玉子 82歳 広　島 ・ 広電ボウル 斎藤　千代子 82歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール
野本　紀子 82歳 東　京 ・ 中野サンプラザボウル 日野　喜美江 82歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 宇田　須美子 82歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松 石橋　逸子 82歳 福　岡 ・ フラワーボウル 瀬川　勝代 82歳 北海道 ・ 千歳フジボウル
小櫃　宏子 82歳 埼　玉 ・ SAP草加ボウル 船本　優枝 82歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 関川　カヨ子 82歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 雨宮　ツル子 82歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル 大塚　栄子 82歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン
進藤　イキ 82歳 東　京 ・ 中野サンプラザボウル 八木　ミヤ子 82歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 稲田　弘子 82歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 石川　としこ 82歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 坂井　サダ子 82歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル
内野　美代子 82歳 北海道 ・ 帯広スズランボウル 高久　時子 82歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 井上　圭子 82歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 大久保志津子 82歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 小熊　敏恵 82歳 北海道 ・ 釧路パレスボウル
玉木　時子 82歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 北島　爽子 82歳 北海道 ・ 綜合レジャーサンコーボウル 田中　敞代 82歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 小泉　範江 82歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 田頭　スエ子 82歳 沖　縄 ・ サラダボウル
向井　美佐子 82歳 広　島 ・ 広島パークレーン 松本　佐智子 82歳 福　岡 ・ フラワーボウル 大浦　妙子 82歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 松田　里子 82歳 山　口 ・ くだまつボウル 谷口　アヤ子 82歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル
斉藤　崇代 82歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 木下　フジ子 82歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 千葉　和子 82歳 神奈川 ・ ハマボール 中武　喜久代 82歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 北村　峯子 82歳 北海道 ・ 千歳フジボウル
橋本　香智子 82歳 広　島 ・ 広島パークレーン 鈴木　朝代 82歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 藤田　玲 82歳 青　森 ・ 弘前ファミリーボウル 松村　登美江 82歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 大田　隆子 82歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店
本間　由希子 82歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 田中　健子 82歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル 小林　やよい 82歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル 猪俣　高子 82歳 東　京 ・ 経堂ボウル 松田　順子 82歳 千　葉 ・ 北小金ボウル/荻窪ボウル
植松　初江 82歳 神奈川 ・ 伊勢原ボウリングセンター 宮川　幸子 82歳 山　口 ・ ボウリングの・森 板井　光子 82歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 尾崎　隆子 82歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 平嶋　鈴江 82歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店
中村　浩子 82歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 中島　フミ子 82歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 斎藤　たか子 82歳 三　重 ・ 津グランドボウル 安井　道代 82歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 西岡　操 82歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店
菊池　松恵 82歳 茨　城 ・ 日立ボウルクレーン 横張　球江 82歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 伊藤　智恵子 82歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 佐藤　則 82歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 松田　清子 82歳 愛　媛 ・ キスケKIT
早川　孝子 82歳 北海道 ・ 釧路パレスボウル 森田　晴子 82歳 神奈川 ・ 相模原パークレーンズ 中村　千賀子 82歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 岩下　妙子 82歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 太田　玲子 82歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川
飯田　悦子 82歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 金内　弘子 82歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 松本　冨久身 82歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 秋元　喜代子 82歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 佐藤　孝子 82歳 大　分 ・ 日田アストロボウル
田中　廠子　 82歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 遊佐　昭子 82歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 川村　栄子 82歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 尾崎　玲子 82歳 愛　知 ・ 半田グランドボウル 中石　みどり 82歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
城間　忠子 82歳 沖　縄 ・ サラダボウル 福島　久子 82歳 静　岡 ・ 神明ボウル 平野　正子 82歳 佐　賀 ・ メリーランドタケオボウル 真子　住江 82歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 河原　律子 82歳 北海道 ・ 苫小牧中央ボウル
田辺　恵美子 82歳 東　京 ・ SAP日野ボウル 浅田　友子 82歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 真鍋　秀美 82歳 愛　媛 ・ 桑名ボウル 溝呂木俊子 82歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 上野　斐紗子 82歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
櫻井　錺子 81歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 宇野　ヒロ子 81歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン 遠藤　ヨシ子 81歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 林　　美千也 81歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 加藤　文子 81歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル
小峰　トモ子 81歳 東　京 ・ 立川スターレーン 村松　たつゑ 81歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 神野　幸子 81歳 神奈川 ・ ハマボール 西久保制子 81歳 広　島 ・ 広島パークレーン 浅尾　和子 81歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン/ハマボール
崎元　ミチ子 81歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 中川　八寿子 81歳 山　口 ・ 下関ロイヤルボウル 上戸　絢子 81歳 長　崎 ・ マリンボウル 大内　アキ 81歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 小林　喜美恵 81歳 東　京 ・ 荻窪ボウル
一場　ハヤノ 81歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン 山守　京子 81歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 小泉　よし子 81歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト横須賀店/ボウリング王国スポルト八景店 齋藤　淳子 81歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール 山本　惟子 81歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン
石黒　智子 81歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 佐藤　千代子 81歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 柴野　伊都子 81歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 川波　典子 81歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 嶋村　磨里子 81歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター
木村　佳世子 81歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 二宮　時子 81歳 愛　媛 ・ 保内ボウル 河野　京子 81歳 山　口 ・ 下関ロイヤルボウル 吉田　みほこ 81歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 浦山　久美子 81歳 富　山 ・ 立山グランドボウル
畠山　喜美子 81歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 原　　玲子 81歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 丸山　節子 81歳 神奈川 ・ 湘南とうきゅうボウル 織田　さよ子 81歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店 西村　和子 81歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
小田　孝子 81歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里 沖田　須美子 81歳 広　島 ・ 広電ボウル 入江　利 81歳 神奈川 ・ 相模原パークレーンズ 田幸　モヨ 81歳 茨　城 ・ 勝田パークボウル 青木　清子 81歳 東　京 ・ SAP日野ボウル
大沼　富江 81歳 埼　玉 ・ SAP草加ボウル 安食　雪江 81歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 尾崎　月子　 81歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 金子　和子 81歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 山本　すみ子 81歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島
上島　明子 81歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 白木　照子 81歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 杉山　恵子 81歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 古屋　満寿子 81歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル 石川　欣子 81歳 静　岡 ・ ビラ江戸屋ボウル
藤原　靖子 81歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 寺内　篤子 81歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ 石川　滿子 81歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 小川　佐和子 81歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル 杉岡　繁子 81歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店
松村　瞳美 81歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 塚岡　祥美 81歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 佐々木操 81歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 田中　静子 81歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 坂井　教子 81歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル
永井　久美子 81歳 神奈川 ・ 湘南とうきゅうボウル 中山　由紀子 81歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 安蒜　奈美子 81歳 千　葉 ・ 北小金ボウル 真下　雅枝 81歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 寺澤　シズ子 81歳 東　京 ・ 品川プリンスホテルボウリングセンター
星野　イシ子 81歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル 宮下　悦子 81歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 太田　槇子 81歳 大　分 ・ OBS BOWL 岡田　慶子 81歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 遠藤　多恵子 81歳 鳥　取 ・ クイーンボウル
榊原　波留代 81歳 愛　知 ・ 岡崎グランドボウル 須藤　春江 81歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 吉本　文子 81歳 大　阪 ・ 神崎川ダイドーボウル 神谷　イク子 81歳 栃　木 ・ 足利スターレーン 宮崎　さと子 81歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川
山里　明子 81歳 沖　縄 ・ サラダボウル 久保　せつ子 81歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 土屋　絹子 81歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 菊田　とく子 81歳 神奈川 ・ 川崎グランドボウル 田島　イツ子 81歳 大　分 ・ OBS BOWL
中田　寿美子 81歳 広　島 ・ 広電ボウル 高山　由起子 81歳 北海道 ・ 帯広スズランボウル 神谷　洋子 81歳 愛　知 ・ 半田グランドボウル 浅野　美嘉子 81歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 櫻　　チエ子 81歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ
玉城　栄子 81歳 沖　縄 ・ サラダボウル 岡本　和子 81歳 青　森 ・ ゆりの木ボウル 江口　田希子 81歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル 酒井　佐代子 81歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 田中　恵美子 81歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
庄山　陸奥子 81歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 鈴木　悠紀 81歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 秋山　敏子 81歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 石田　美智子 81歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 田辺　スミ子 81歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里
亀井　多恵子 81歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 桶家　晴美 81歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 木山　静子 81歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 大川　政子 81歳 茨　城 ・ 鹿島ボウル 石橋　てつ子 81歳 茨　城 ・ 勝田パークボウル
内田　正子 81歳 茨　城 ・ 大学ボウル水戸店 藤田　慶子 81歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 五十嵐すみ江 81歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店 岸本　セツコ 81歳 山　口 ・ ボウリングの・森 木村　正子 81歳 大　分 ・ OBS BOWL
若林　フサ 81歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 田中　唱子 81歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 秋山　典子 81歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ 岡野　悦子 81歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 樋口　倭久子 81歳 静　岡 ・ 神明ボウル
塚本　キクエ 81歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 前原　スギ子 81歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 野口　富士子 81歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 刀坂　久子 81歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 村松　栄子 81歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル
石原　富江 81歳 愛　知 ・ 名古屋グランドボウル 藤枝　久子 81歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 矢野　美笑子 81歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 砂川　咲子 81歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 河元　二三江 81歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール
今村　美代子 81歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 峰村　久子 81歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 金子　美喜枝 81歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル 瀧内　康子 81歳 静　岡 ・ ビラ江戸屋ボウル 山本　千恵子 81歳 東　京 ・ 荻窪ボウル
木原　民子 81歳 福　岡 ・ フラワーボウル 堀内　泰子 81歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 大中　和子 81歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 吉岡　龍子 81歳 青　森 ・ ゆりの木ボウル 中村　きよ 81歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店
飼沼　三紗 81歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 高橋　美代子 81歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 石橋　みち子 81歳 千　葉 ・ 北小金ボウル 法安　幸子 81歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 二階堂洋子 81歳 神奈川 ・ 相模原パークレーンズ
富士原比沙子 81歳 鳥　取 ・ 米子YSPボウル 鈴木　春代 81歳 静　岡 ・ 神明ボウル 野崎　和嘉子 81歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 古賀　邦代 81歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 中川　邦子 81歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
幸地　愛子 81歳 沖　縄 ・ サラダボウル 野々山鞆音 81歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 原　　瞳 81歳 熊　本 ・ パスカワールド　グリーンランド店 戸田　美智代 81歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 柴田　律 81歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川
秋山　スミエ 81歳 神奈川 ・ 伊勢原ボウリングセンター 佐藤　百合子 81歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ 柳田　晶子 81歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 加藤　ふさ子 81歳 静　岡 ・ トマトボウル 西川　和子 81歳 神奈川 ・ ハマボール
河邊　美枝子 81歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 三平　とし子 81歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 古川　弘子 81歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 杉本　百合子 81歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 佐々木あつ子 81歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店
藤井　絢子 81歳 東　京 ・ 高田馬場グランドボウル 小林　かずみ 81歳 山　梨 ・ 都留ファミリーボウル 吉田　千鶴子 81歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 河合　紀代子 81歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店 高柳　てる子 81歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川
濱垣　ソヨ 81歳 青　森 ・ ゆりの木ボウル 三関　キミ子 81歳 神奈川 ・ タチバナボウル 月岡　浅子 81歳 北海道 ・ 綜合レジャーサンコーボウル 秋山　時子 81歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 池下　八重子 81歳 広　島 ・ 広島パークレーン/広電ボウル
田中　伊久子 81歳 宮　崎 ・ サンボウル 浅木　由美子 81歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 毛利　ラン子 81歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 戸塚　かづ江 81歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 小尾　椿 81歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル
渕上　洋子 81歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 遠藤　美年子 81歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 大平　つね子 81歳 長　野 ・ アストロボウル 平田　ふみ子 81歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル 鈴谷　幸枝 81歳 福　岡 ・ フラワーボウル
大八木郁子 81歳 東　京 ・ 経堂ボウル 上田　絹代 81歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 吉田　幸子 81歳 東　京 ・ 経堂ボウル 秋成　房子 81歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 宇佐美テル子 81歳 茨　城 ・ フジ取手ボウル
光安　シゲ子 81歳 福　岡 ・ フラワーボウル 小倉　節子 81歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル 本田　妙子 81歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 関　　明美 81歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 伊藤　信子 81歳 岐　阜 ・ 関ボウリングセンター
川井　初美 81歳 静　岡 ・ 掛川毎日ボウル 山田　小枝子 81歳 長　崎 ・ マリンボウル 木村　幸子 81歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 木村　易子 81歳 鳥　取 ・ 米子YSPボウル 林　　末納 81歳 福　岡 ・ フラワーボウル/西新パレスボウル
片岡　紀代子 81歳 岐　阜 ・ マーサボウル 柴田　節 81歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 古川　恵子 81歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 中島　郁子 81歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 齊藤　民代 81歳 茨　城 ・ 大学ボウル水戸店
奥平　ユキ 81歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 酒井　清子 81歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 加藤　貴子 81歳 東　京 ・ 高田馬場グランドボウル 堤　　恵美子 81歳 滋　賀 ・ 愛知川ボウル 南井　倍子 81歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン
金濱　靖子 81歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル 柚木　靖子 81歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 高山　恵美子 81歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 沓間　眞利子 81歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 鈴木　廣子 81歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル
小島　静子 81歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 喜多村美知子 80歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 瀬崎　千代子 80歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル 森平　啓子 80歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 浜野　利子 80歳 東　京 ・ 高田馬場グランドボウル
込山　隆子 80歳 長　野 ・ ラウンドワンスタジアム長野店 水貝　あけみ 80歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 原　　つぎ代 80歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 森　　とし子 80歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 高木　信子 80歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン
福地　田鶴子 80歳 沖　縄 ・ サラダボウル 倉沢　あや子 80歳 長　野 ・ ヤングファラオ 坂本　美代子 80歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 木村　智子 80歳 富　山 ・ 立山グランドボウル 伏貫　日出子 80歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル
廣瀬　慶子 80歳 大　阪 ・ アルゴボウル 吉川　公子 80歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 渋谷　民子 80歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 今井　マチ子 80歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター 松島　幸子 80歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル
横尾　眞弓 80歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 近藤　紀世子 80歳 茨　城 ・ 大学ボウル土浦本店 池宮城トヨ子 80歳 沖　縄 ・ サラダボウル 清水　佳代 80歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 松下　弘子 80歳 大　分 ・ OBS BOWL
村上　かつ代 80歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 貸谷　和賀子 80歳 広　島 ・ 広島パークレーン 角田　ミヤ子 80歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 永井　昌加 80歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 朝川　親子 80歳 東　京 ・ 笹塚ボウル
酒井　㐂美江 80歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 野辺地ミサヲ 80歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 新井　美智子 80歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール 中村　幸子 80歳 石　川 ・ コロナキャットボウル金沢店 坂下　房子 80歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル
別所　喜久江 80歳 鳥　取 ・ 米子YSPボウル 冨田　栄子 80歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 藤井　美津子 80歳 愛　媛 ・ キスケKIT 小澤　幸 80歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 今井　晴子 80歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル
小林　慧子 80歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 望月　富子 80歳 静　岡 ・ 神明ボウル 川崎　禎子 80歳 東　京 ・ 高田馬場グランドボウル 岩崎　紀代 80歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 金城　末枝子 80歳 沖　縄 ・ マチナトボウル
井上　賀世 80歳 三　重 ・ サンパークレーン 香川　幸江 80歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 佐野　美代子 80歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 松沢　幸代 80歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 山浦　英子 80歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター
中村　鈴恵 80歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター 篠田　好子 80歳 北海道 ・ ディノスボウル札幌麻生 角野　ミドリ 80歳 福　岡 ・ 宗像シティボウル 小倉　千恵子 80歳 東　京 ・ 立川スターレーン 夏目　弘美 80歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル
佐々木紀子 80歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松 渡辺　紀代子 80歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 渡部　由子 80歳 東　京 ・ 立川スターレーン 鈴木　房子 80歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 関口　庸子 80歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン
大多和靖代 80歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 柴田　久恵 80歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 神谷　勝代 80歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 天野　順子 80歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 砂田　民子 80歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール
渡部　ヒメ 80歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト横須賀店 梅田　スミ子 80歳 静　岡 ・ 掛川毎日ボウル 野村　ふじ子 80歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 森　　裕子 80歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 森本　千繪子 80歳 東　京 ・ 平和島スターボウル
山本　佐智枝 80歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 河橋　茂子 80歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 坂本　一枝 80歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 渋谷　修子 80歳 神奈川 ・ ハマボール 米倉　靖子 80歳 福　岡 ・ フラワーボウル
渡辺　鶴子 80歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ 西山　正代 80歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 渡邉　和子 80歳 東　京 ・ 高田馬場グランドボウル 櫻谷　玲子 80歳 福　岡 ・ フラワーボウル 原　　初枝 80歳 北海道 ・ 千歳フジボウル
長谷川文江 80歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 高木　久美子 80歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 坂内　澄子 80歳 埼　玉 ・ 春日部ターキーボウル 小林　はる子 80歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 鎌田　多美子 80歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル
松本　滋子 80歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 猿渡　静代 80歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 西野　恵子 80歳 富　山 ・ 立山グランドボウル 後藤　とし子 80歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 岡宮　光子 80歳 長　野 ・ ヤングファラオ
村岡　榮子 80歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 梶野　信子 80歳 愛　知 ・ 名古屋グランドボウル 大垣　田鶴子 80歳 鳥　取 ・ 鳥取スターボウル 山中　智恵子 80歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 嶋崎　寿美子 80歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
新川　芙美子 80歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター 松尾　昭江 80歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 桑田　ミツ子 80歳 広　島 ・ コロナキャットボウル福山店 東條　記久子 80歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 古谷　房子 80歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール
奥野　弘子 80歳 北海道 ・ 苫小牧中央ボウル 西宮　敏子 80歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 斉藤　都子 80歳 長　野 ・ ヤングファラオ 津山　冨美子 80歳 福　岡 ・ フラワーボウル 山本　光子 80歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店
豊村　美加代 80歳 静　岡 ・ 神明ボウル 鈴木　三重子 80歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール 村岡　厚江 80歳 大　阪 ・ アルゴボウル 森永　よ志江 80歳 静　岡 ・ 藤枝グランドボウル 藤井　内香子 80歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松
渕上　美年子 80歳 福　岡 ・ フラワーボウル 大久保和子 80歳 福　岡 ・ フラワーボウル 浦野　登志子 80歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 岩瀬　節子 80歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 眞田　かづ江 80歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ
藤井　幸子 80歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 三田　晴美 80歳 愛　媛 ・ キスケKIT 日向　ちよせ 80歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル 上杉　みち子 80歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 古川　和恵 80歳 熊　本 ・ 菊陽ボウル
浅田　幸子 80歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 小林　貴子 80歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 山田　ミヤ子 80歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル 石川　礼子 80歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 北島　節子 80歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター
小林　慶子 80歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 山野井欣子 80歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル 山本　美恵 80歳 大　阪 ・ アルゴボウル 山口　武子 80歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 加藤　峰子 80歳 三　重 ・ アソビックスあさひ
渡辺　紀美子 80歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 田中　きみ子 80歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル 青山　照子 80歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 秦　　治巳 80歳 広　島 ・ 広電ボウル 早川　照子 80歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル
増田　ユリ子 80歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル 渡辺　徳子 80歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 近野　滋子 80歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 田中　和子 80歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 板谷　汎江 80歳 東　京 ・ アイビーボウル向島
平出　トミ子 80歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 中島　華恵 80歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 坂口　諒子 80歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 小林　道子 80歳 山　梨 ・ 都留ファミリーボウル 齋藤　節子 80歳 宮　城 ・ コロナキャットボウル仙台店
小島　紀子 80歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト横須賀店/ボウリング王国スポルト八景店 奥村　佐智子 80歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 原田　美津子 80歳 福　岡 ・ スポルト福岡 藤本　かつ子 80歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル 青木　京子 80歳 山　口 ・ ボウリングの・森
片岡　良江 80歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 徳永　美子 80歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル 滝沢　房枝 80歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里 米田　洋子 80歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 永井　道子 80歳 茨　城 ・ フジ取手ボウル
玉城　道子 80歳 沖　縄 ・ サラダボウル 辺見　栄子 80歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル 大村　倫子 80歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 宮下　マス子 80歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 菓子　久子 80歳 東　京 ・ 荻窪ボウル
松本　富美子 80歳 福　岡 ・ フラワーボウル 榎本　正枝 80歳 東　京 ・ 経堂ボウル 高橋　恵子 80歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 藤　　瑠美子 80歳 福　岡 ・ フラワーボウル 鳥居　ヒナ子 80歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル
藤崎　久江 80歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 重枝　津多代 80歳 東　京 ・ SAP日野ボウル 鈴木　みつ 80歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 浜崎　昌子 80歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 佐藤　美枝 80歳 東　京 ・ 東京ドームボウリングセンター
川良　富美子 80歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 錦織　朝子 80歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル 佐伯　光子 80歳 東　京 ・ 立川スターレーン 塚田　澄子 80歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店 冨名腰祥子 80歳 沖　縄 ・ スカイレーン
中村　志雅子 80歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 大堤　英子 80歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 大平　祥子 80歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 高畠　弘子 80歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 近藤　さかえ 80歳 愛　知 ・ 名古屋グランドボウル
小山　敦子 80歳 福　岡 ・ フラワーボウル 峰田　正子 80歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ 国府田茂美 80歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 鈴木　和子 80歳 群　馬 ・ 藤岡ボウル 杉浦　美和子 80歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
島田　奎子 80歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 石澤　ユキ子 80歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 村上　美津子 80歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 森井　孝子 80歳 神奈川 ・相模ファーストレーン/相模原パークレーンズ 吉野　岩子 80歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル
関根　君子 80歳 神奈川 ・ タチバナボウル 伊藤　甲子 80歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル 副島　利江 80歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 梅木　和子 80歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 安部　美津子 80歳 福　岡 ・ フラワーボウル
中山　慶子 80歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 植木　みね子 80歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 金子　弘美 80歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 宮城　節子 80歳 沖　縄 ・ サラダボウル 中村　弘子 80歳 奈　良 ・ オプトボウルタカダ
小林　マツ子 80歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 田沼　幸子 80歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 飯田　光世 80歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 菅野　八重子 80歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 安藤　世都子 80歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
岡　　久美子 80歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 金城　静枝 80歳 沖　縄 ・ 北谷ボウル 市川　京子 80歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 大津　ナツ子 80歳 大　分 ・ OBS BOWL 渡辺　妙子 80歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店
梅川　マスミ 80歳 福　岡 ・ 七隈ファミリープラザ 早乙女成子 80歳 東　京 ・ SAP日野ボウル 小林　きよみ 80歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 高曽根静代 80歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 南梨　照子 80歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター
安楽　美智子 80歳 福　岡 ・ 宗像シティボウル 山形　利子 80歳 山　口 ・ 下関ロイヤルボウル 高原　美幸 80歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス/メリーランドタケオボウル 蓮井　竹子 80歳 青　森 ・ ゆりの木ボウル 吉田　孝 80歳 三　重 ・ サンパークレーン
斉藤　すや子 80歳 三　重 ・ 久居ボウリングセンター 佐藤　ひろ子 80歳 北海道 ・ ディノスボウル苫小牧 福原　八重子 80歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 増井　富美恵 80歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 金山　テル子 80歳 神奈川 ・ タチバナボウル
高崎　梅子 80歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 鈴木　克子 80歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 小山　博子 80歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 平尾　徳子 80歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 片上　恵子 80歳 栃　木 ・ 足利スターレーン
杉山　生子 80歳 東　京 ・ 中野サンプラザボウル 萩原　昌代 80歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 後藤　良江 80歳 大　分 ・ OBS BOWL 内藤　千絵子 80歳 愛　知 ・ 半田グランドボウル 今別府美保 80歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン
上村　和子 80歳 広　島 ・ 広島パークレーン 大橋　道子 80歳 神奈川 ・ ハマボール 松本　カヨ子 80歳 福　岡 ・ スポルト福岡 中村　和代 80歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 龍野　洋子 80歳 東　京 ・ 高田馬場グランドボウル
秋山　八重子 80歳 神奈川 ・ 神奈中平塚ボウル 中牟田恵子 80歳 福　岡 ・ スポガ香椎 濱崎　惺 80歳 長　崎 ・ 長崎ラッキーボウル

久下　アヤ子 84歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 広津　貴美子 84歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 木村　光江 84歳 沖　縄 ・ サラダボウル 小長谷宮子 84歳 静　岡 ・ 神明ボウル
岡　　加代子 84歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 桂　　昌子 84歳 滋　賀 ・ ラウンドワンスタジアム浜大津アーカス店 瀧口　キヨ子 84歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール 大川　栄子 84歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル
田村　ヒサ子 84歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ 芳賀　孝子 84歳 大　阪 ・ アルゴボウル 吉田　信子 84歳 埼　玉 ・ ジョイナスボウル 須摩　喜久子 84歳 岡　山 ・ ネグザスボウル
下村　安子 84歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 小峰　トシ子 84歳 東　京 ・ 立川スターレーン 山口　かず子 84歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 村上　綾子 84歳 福　岡 ・ フラワーボウル
栗原　澤子 84歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店 田川　敦子 84歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル 佐々木タキ子 84歳 宮　城 ・ コロナキャットボウル仙台店 硴田　美智子 84歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル
森本　静子 84歳 東　京 ・ 中野サンプラザボウル 上河　保子 84歳 大　阪 ・ アルゴボウル 柴　　広恵 84歳 東　京 ・ SAP日野ボウル 大久保慶子 84歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル
有馬　佳代子 84歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 舛　　都志江 84歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 阿形　順子 84歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 三木　春子 84歳 広　島 ・ キャッスルボウル福山
高橋　敏子 84歳 埼　玉 ・ SAP草加ボウル 大川　玲子 84歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 若園　月子 84歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 佐野　みち子 84歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
松田　敬子 84歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店/LTBボウル水前寺 増岡　喜久子 84歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 執行　裕子 84歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 山田　寿子 84歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ
平仲　節子 84歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 井口　な美志 84歳 山　梨 ・ 都留ファミリーボウル 金沢　法子 84歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 上村　鈴子 84歳 福　岡 ・ スポガ香椎
藤里　チヤ子 84歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル 飯山　ヨシ子 84歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 小林　佐津子 84歳 東　京 ・ 品川プリンスホテルボウリングセンター 内藤　匡乃 84歳 愛　知 ・ 東名ボール
小川　教子 84歳 静　岡 ・ 御殿場パークレーンズ 河本　英子 84歳 広　島 ・ ミスズボウル 斉藤　弘子 84歳 大　阪 ・ 神崎川ダイドーボウル 有賀　京子 84歳 東　京 ・ 経堂ボウル
金子　登紀子 84歳 長　野 ・ アピナボウル松本城山店 彦坂　郁枝 84歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 小山　外美子 84歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 久保　エミコ 84歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス
下條　郁子 84歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店 小峰　みつ江 84歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 後藤　寿美子 84歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 杉本　昭子 84歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター/ボウルアピア柏中央店
金子　米子 84歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店 高橋　初子 84歳 福　岡 ・ フラワーボウル 守屋　俊江 84歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 桑原　倶代 84歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島
服部　陽子 84歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 小野寺敏子 84歳 宮　城 ・ 気仙沼さくらボウル 岡澤　福子 84歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル 植　　訓子 84歳 東　京 ・ 品川プリンスホテルボウリングセンター
小塩　アツ子 84歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 山崎　芳枝 84歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 藤井　清美 84歳 愛　媛 ・ キスケKIT 横山　ミチ子 84歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ
野田　晴江 84歳 静　岡 ・ 神明ボウル 小島　八千代 84歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 安田　公子 84歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 斉藤　ツヤ 84歳 東　京 ・ 中野サンプラザボウル
大房　雅子 84歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 小野　充代 84歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 八巻　京子 84歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 塩田　文子 84歳 東　京 ・ 笹塚ボウル
佐藤　操恵 84歳 鳥　取 ・ 鳥取スターボウル 野口　清枝 84歳 埼　玉 ・ ジョイナスボウル 和田　京子 84歳 青　森 ・ ゆりの木ボウル 七田　エキコ 84歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター
野口　ますい 84歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 高津　伊里子 84歳 東　京 ・ 品川プリンスホテルボウリングセンター 安生　照子 84歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 川島　えみ 84歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店
佐竹　ツエ子 84歳 愛　知 ・ 名古屋グランドボウル 熊谷　千恵 84歳 神奈川 ・ 伊勢原ボウリングセンター 野呂瀬幸子 84歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター 久保田光子 84歳 東　京 ・ 高田馬場グランドボウル
福嶋　則子 84歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 富樫　玉子 84歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 伊藤　光子 84歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 堂園　光子 84歳 福　岡 ・ フラワーボウル
小野　みちこ 84歳 岡　山 ・ ネグザスボウル 仁藤　ミチ 84歳 東　京 ・ 経堂ボウル 高草木梅子 84歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン 長谷山永津子 84歳 北海道 ・ 綜合レジャーサンコーボウル
大野　公子 84歳 山　口 ・ ボウリングの・森 丹羽　和子 84歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 小池　栄子　 84歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 内川　美智子 84歳 千　葉 ・ 富津スターレーン
今川　次子 84歳 大　分 ・ OBS BOWL 星川　昌子 84歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店 池田　一枝 84歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 梅田　和子 84歳 三　重 ・ サンパークレーン
山本　愛子 84歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 小林　昶子 84歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール 黒川　タキ子 84歳 宮　崎 ・ サンボウル 杉山　ふみ子 84歳 静　岡 ・ 御殿場パークレーンズ
須藤　良子 84歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 武政　幸子 84歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 早野　美代子 84歳 東　京 ・ 中野サンプラザボウル 小島　典子 84歳 三　重 ・ アソビックスあさひ
高橋　みよこ 84歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 都田　清子 84歳 鳥　取 ・ クイーンボウル 杉浦　トシ 84歳 愛　知 ・ 岡崎グランドボウル 野口　幸子 84歳 東　京 ・ 笹塚ボウル
相原　輝子 84歳 北海道 ・ パシフィックボウル 原田　志宜子 84歳 鳥　取 ・ クイーンボウル 春野　栄子 84歳 熊　本 ・ LTBボウル水前寺 森　　けさ江 84歳 東　京 ・ 平和島スターボウル
田中　マミ 84歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 成瀬　しづ江 84歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 町田　武代 84歳 茨　城 ・ フジ取手ボウル 上野　波津子 84歳 千　葉 ・ 富津スターレーン
加藤　小智子 83歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 古友　京子 83歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 稲嶺　静江 83歳 沖　縄 ・ 北谷ボウル 渡瀬　妙子 83歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル
磯部　小夜子 83歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 三浦　節子 83歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 瀬尾　良子 83歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 大橋　満 83歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島
五十嵐久美子 83歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 谷平　禮子 83歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 今井　敬子 83歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 大橋　智子 83歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
大野　寿々子 83歳 愛　知 ・ 星が丘ボウル 朝比奈征子 83歳 広　島 ・ コロナキャットボウル福山店 石橋　ヨシ子 83歳 東　京 ・ 経堂ボウル 綾　　節子 83歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル
鹿島　美恵子 83歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 加藤　美保 83歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 岡本　知子 83歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 園田　せつ子 83歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン
榊　　明子 83歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 林　　柳子 83歳 神奈川 ・ 桜ヶ丘ボウリングセンター 佐野　和子 83歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 柏木　康子 83歳 東　京 ・ 立川スターレーン
牛丸　ちとせ 83歳 静　岡 ・ 御殿場パークレーンズ 清水　高子 83歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 根本　幸江 83歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 松田　備子 83歳 愛　知 ・ 名古屋グランドボウル
井桁　マスヱ 83歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル 小林　良子 83歳 埼　玉 ・ 春日部ターキーボウル 牟田　啓子 83歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 芝　　かなゑ 83歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島
鈴木　千津子 83歳 埼　玉 ・ SAP草加ボウル 村上　千代子 83歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 田沼　桂子 83歳 東　京 ・ 経堂ボウル 大谷　京子 83歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル
道市　増子 83歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 永峰　フミ子 83歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 武田　淑子 83歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル 原田　千代子 83歳 群　馬 ・ パークレーン高崎
板東　ミサコ 83歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 大野　恒子 83歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル 石井　八重子 83歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 淵　　正子 83歳 佐　賀 ・ メリーランドタケオボウル
亀谷　安子 83歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 森　　徳子 83歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル 吉川　文子 83歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 斎藤　元子 83歳 福　島 ・ 福島オークラボウル
山本　智江子 83歳 大　分 ・ OBS BOWL 石井　ヤス江 83歳 神奈川 ・ タチバナボウル 畑　　美恵子 83歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 関根　和枝 83歳 東　京 ・ 中野サンプラザボウル
掘込　時子 83歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 森友　龍子 83歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 功刀　ミサ子 83歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 赤羽　勝子 83歳 三　重 ・ 津グランドボウル
井上　喜美 83歳 愛　知 ・ 春日井グランドボウル 五藤　芳子 83歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 小川　保子 83歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター 三好　昇子 83歳 広　島 ・ 広電ボウル
小杉　節子 83歳 東　京 ・ 中野サンプラザボウル 高林　キヨエ 83歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 大川　ヒデ子 83歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 石田　安祐美 83歳 愛　媛 ・ 松山中央ボウル
後藤　節子 83歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 植松　令子 83歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 中村　紀美子 83歳 東　京 ・ SAP日野ボウル 五十嵐敦子 83歳 東　京 ・ 立川スターレーン
平野　ツイ 83歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 桃瀬　澄枝 83歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島 小池　和美 83歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 穴井　三枝子 83歳 大　分 ・ 日田アストロボウル
寺崎　博子 83歳 神奈川 ・ 相模原パークレーンズ 山口　美代子 83歳 佐　賀 ・ メリーランドタケオボウル 真人　キヨ子 83歳 神奈川 ・ 川崎グランドボウル 浅野　登美子 83歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン
佐藤　寿枝 83歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 徳丸　淳子 83歳 大　分 ・ OBS BOWL 佐藤　久仁枝 83歳 茨　城 ・ 鹿島ボウル 鳥居　すみ子 83歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川
櫻井　さとる 83歳 神奈川 ・ ハマボール 川内　照美 83歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松 渡辺　ミサヲ 83歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 坂本　悦子 83歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール
中原　幸枝 83歳 福　岡 ・ フラワーボウル 川村　光子 83歳 栃　木 ・ 王冠ボウル 葛谷　民子 83歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 本荘　潤子 83歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル
小橋川美登里 83歳 沖　縄 ・ エナジックボウル サザン 林　　暉子 83歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル 富澤　岑子 83歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 松田　圭子 83歳 鳥　取 ・ 米子YSPボウル
村上　晴子 83歳 山　梨 ・ 都留ファミリーボウル 勝沢　恒子 83歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里 木下　礼子 83歳 東　京 ・ 立川スターレーン 葛山　泰子 83歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル
浅水　ミドリ 83歳 宮　崎 ・ 日南ボウル 畑野　久仁子 83歳 熊　本 ・ LTBボウル水前寺 古市　カヨ子 83歳 岐　阜 ・コロナキャットボウル大垣店/アソビックスびさい 山本　明美 83歳 広　島 ・ 広島パークレーン
森下　礼子 83歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 中村　アツミ 83歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 若林　多恵子 83歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル 小川　良子 83歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン
栗田　まさ子 83歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 山田　シズ子 83歳 沖　縄 ・ サラダボウル 福原　徳子 83歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 上石　浩子 83歳 三　重 ・ アソビックスあさひ
加藤　スミ枝 83歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル 福田　和子 83歳 石　川 ・ コロナキャットボウル金沢店 石垣　静子 83歳 静　岡 ・ 御殿場パークレーンズ 野村　栄子 83歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル
蔵冨士ミツ 83歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 西山　眞由美 83歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 田中舘加知 83歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 石橋　行子 83歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター
佐藤　俊子 83歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 三浦　カズ子 83歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 平井　征子 83歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 山本　すみ江 83歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店
小野寺恵美子 83歳 宮　城 ・ 気仙沼さくらボウル 松崎　陽子 83歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 森　　玲子 83歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 野本　ケサエ 83歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里
的場　節子 83歳 北海道 ・ 釧路パレスボウル 今田　宏子 83歳 埼　玉 ・ 浦和スプリングレーンズ 櫛田　義江 83歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 高橋　令子 83歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル
大木　和野 83歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 板橋　君江 83歳 千　葉 ・ 北小金ボウル 伊藤　浩子 83歳 大　分 ・ OBS BOWL 折本　八重子 83歳 広　島 ・ 広電ボウル
藤野　民子 83歳 大　阪 ・ アルゴボウル 渡辺　きよ乃 83歳 山　梨 ・ 都留ファミリーボウル 米田　一代 83歳 鳥　取 ・ クイーンボウル 利光　ミチ子 83歳 大　分 ・ OBS BOWL
佐野　幸子 83歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 岡田　房子 83歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 青谷　宮子 83歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 杉山　静子 83歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル
堀切　香澄 83歳 山　口 ・ ボウリングの・森

本木　ユリ 84歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル 野村　八千代 84歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 小川　祐子 84歳 新　潟 ・ サウンドボウル見附店 橋谷田良子 84歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店/ハマボール
岩崎　すみえ 84歳 福　岡 ・ 七隈ファミリープラザ 稲垣　クニエ 84歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 石川　良子 84歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 竹村　政子 84歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル
佐藤　マサ子 84歳 大　分 ・ OBS BOWL 小澤　好子 84歳 山　梨 ・ 都留ファミリーボウル 渡辺　庸子 84歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 森　　省子 84歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル
小野　潯子 84歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 鷲見　美智子 84歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル 後藤　弘子 84歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 中本　早智子 84歳 広　島 ・ 広電ボウル
百武　喜久代 84歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 村田　清子 84歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 田中　良子 84歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 山口　ミエ子 84歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル
島川　くめ子 84歳 神奈川 ・ 神奈中平塚ボウル 安藤　邦子 84歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル 石井　和子 84歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル 小笠原ハナエ 84歳 愛　知 ・ アソビックスびさい
中障子不二子 84歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松 金城　藤子 84歳 沖　縄 ・ マチナトボウル 大塚　裕子 84歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 灘　　都代子 84歳 広　島 ・ 広電ボウル
末永　道子 84歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト横須賀店 勝又　康子 84歳 静　岡 ・ 御殿場パークレーンズ 斉藤　益子 84歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 窪山　梅子 84歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル
女屋　八重子 84歳 神奈川 ・ 神奈中平塚ボウル 佐々木勝子 84歳 広　島 ・ キャッスルボウル福山 仁戸田カヲル 84歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル 武内　恵美子 84歳 大　阪 ・ アルゴボウル
川尻　タミ子 84歳 福　岡 ・ 太宰府Jボウル 矢賀　スエ子 84歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 松本　絢子 84歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル 田村　初子 84歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター
金井　房子 84歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 佐藤　秀子 84歳 埼　玉 ・ SAP草加ボウル 合田　シズエ 84歳 大　阪 ・ アルゴボウル 福永　美津枝 84歳 山　口 ・ ボウリングの・森
鈴置　弘子 84歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル 堀　　冨美子 84歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 山岡　智子 84歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 青柳　笑香 84歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル
大橋　紀子 84歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 井上　潮 84歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 内藤　桂子 84歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 山﨑　日出子 84歳 北海道 ・ 千歳フジボウル
伊達　静子 84歳 東　京 ・ 中野サンプラザボウル 山本　從子 84歳 三　重 ・ 津グランドボウル/サンパークレーン 角ヶ谷ツユ子 84歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 菅原　浩子 84歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル
清水　洋子 84歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 岩崎　伊勢子 84歳 神奈川 ・ 神奈中平塚ボウル 後藤　サエ子 84歳 大　分 ・ OBS BOWL 安達　早苗 84歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト横須賀店
竹内　温子 84歳 東　京 ・ 中野サンプラザボウル 伊藤　洋子 84歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 関　　加津子 84歳 栃　木 ・ 宇都宮第二トーヨーボウル 鈴木　なか江 84歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店
松岡　和子 84歳 北海道 ・ ディノスボウル札幌麻生 原　　薫 84歳 神奈川 ・ 神奈中平塚ボウル 木村　陽子 84歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 香川　奈波 84歳 群　馬 ・ パークレーン高崎
上山　恭子 84歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 佐藤　和子 84歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 山本　陽子 84歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 土居　久子 84歳 北海道 ・ ディノスボウル札幌麻生
大野　みどり 84歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 外崎　奈奈美 84歳 山　形 ・ ヤマコーボウル 築地　瑛子 84歳 福　岡 ・ フラワーボウル 小宮　三津枝 84歳 神奈川 ・ ハマボール
居相　みや子 84歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 三好　ミエ子 84歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル 鈴木　俊子 84歳 静　岡 ・ トマトボウル 野口　節子 84歳 大　分 ・ 日田アストロボウル
矢野　久子 84歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 日野　智香子 84歳 大　阪 ・ アルゴボウル 米原　嘉子 84歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 花岡　和子 84歳 福　岡 ・ フラワーボウル
妹尾　久子 84歳 埼　玉 ・ 浦和スプリングレーンズ 藤原　禮子 84歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル 高橋　栄子 84歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店 中尾　和子 84歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店
太田　雅子 84歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 野村　良江 84歳 東　京 ・ 西東京レーン 名倉　英子 84歳 千　葉 ・ 北小金ボウル 山根　蘭子 84歳 香　川 ・ MG-BOWL
藤川　てるみ 84歳 広　島 ・ 広電ボウル 堀田　松子 84歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン 尾関　昌子 84歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 可児　美子 84歳 北海道 ・ 千歳フジボウル
中村　紀子 84歳 福　岡 ・ フラワーボウル 平柳　多鶴子 84歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル 森　　マユミ 84歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 橋川　エマ 84歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター
山元　キヨ子 84歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 村上　シヅ子 84歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール 永井　満佐子 84歳 北海道 ・ 厚別パークボウル 﨑谷　章江 84歳 栃　木 ・ 足利スターレーン
坂本　京子 84歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル 土肥　慶子 84歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 金子　久美子 84歳 栃　木 ・ 足利スターレーン 小林　美江子 84歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター
榊原　登司子 84歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 逆井　静子 84歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 上田　栄子 84歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール 平林　一枝 84歳 埼　玉 ・ 浦和スプリングレーンズ
仲内　満美枝 84歳 大　阪 ・ ボウリング王国スポルト十三店 飯塚　夏子 84歳 栃　木 ・ 足利スターレーン 小林　操子 84歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 小島　芙美子 84歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル
高橋　和子 84歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 丸山　綾子 84歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 高橋　俊子 84歳 北海道 ・ ディノスボウル帯広 田中　八重子 84歳 長　崎 ・ 西肥シルバーボウル
佐々木千恵子 84歳 香　川 ・ 志度ファミリーボウル 川村　ミヨ子 84歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 山下　喜美子 84歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 冨永　潮 84歳 東　京 ・ 笹塚ボウル
染谷　みつゑ 83歳 茨　城 ・ フジ取手ボウル 利根川雅枝 83歳 神奈川 ・ ハマボール 宮城　敏子 83歳 沖　縄 ・ 北谷ボウル 井上　良子 83歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン
小林　滋子 83歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル 志村　征子 83歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル 吉田　美穂子 83歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 奥田　住子 83歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店
八木　桂子 83歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 千葉　タマコ 83歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 山本　秀 83歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 野原　昭子 83歳 福　岡 ・ スポガ香椎
後藤　由美子 83歳 茨　城 ・ 鹿島ボウル 夏目　ツヤ子 83歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ 永沢　マサ子 83歳 東　京 ・ 東大和グランドボウル 山下　征子 83歳 静　岡 ・ トマトボウル
小谷田勁子 83歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 植村　道子 83歳 和歌山 ・ 和歌山グランドボウル 杉井　映子 83歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール 伊藤　登代子 83歳 宮　崎 ・ サンボウル
鵜沢　嶺子 83歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 田中　寿美子 83歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル 島本　美知子 83歳 大　分 ・ OBS BOWL 赤倉　豊子 83歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店
保科　保子 83歳 埼　玉 ・ ジョイナスボウル 植松　美佐子 83歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松 徳差　妙子 83歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 吉村　福子 83歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル
菊地　和子 83歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 新崎　久子 83歳 沖　縄 ・ スカイレーン 中澤　清枝 83歳 広　島 ・ コロナキャットボウル福山店 伊島　テル子 83歳 沖　縄 ・ スカイレーン
穴本　朱美 83歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 菅野　昭子 83歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 田中　幸 83歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 光月　あき子 83歳 北海道 ・ 千歳フジボウル
友住　容子 83歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 柳田　律子 83歳 東　京 ・ 経堂ボウル 吉永　宏子 83歳 福　岡 ・ 宗像シティボウル 河内　俊子 83歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル
山口　敬子 83歳 茨　城 ・ フジ取手ボウル 越智　千枝子 83歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 北角　きみ子 83歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 水谷　英子 83歳 千　葉 ・ 北小金ボウル
高橋　日出子 83歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 斉藤　要子 83歳 北海道 ・ 帯広スズランボウル 桜井　加代子 83歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 崎長　正子 83歳 広　島 ・ 広電ボウル
依田　洋子 83歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 越智　ツルミ 83歳 愛　媛 ・ 桑名ボウル 後藤　由子 83歳 山　形 ・ ヤマコーボウル 有田　千鶴子 83歳 兵　庫 ・ AREA-DO三田ボウリングセンター
竹本　初子 83歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 相馬　重子 83歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 井筒　ミチ子 83歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店 飯塚　みよ 83歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル
原　　一枝 83歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 栃木　トヨ子 83歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 坂倉　玲子 83歳 神奈川 ・ 湘南とうきゅうボウル 小松　明子 83歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里
錦見　八重子 83歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店 雪竹　由紀子 83歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 山本　志保子 83歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 船津　勝代 83歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン
森　　房子 83歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 森　　ヨシミ 83歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 岡本　好子 83歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店 布藤　美代子 83歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店
吉田　公子 83歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 夏目　由紀子 83歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル/春日井グランドボウル 川野　定子 83歳 広　島 ・ 広島パークレーン 関口　はるい 83歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル
西村　よし子 83歳 東　京 ・ 経堂ボウル 渡辺　和子 83歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 富沢　芳子 83歳 大　阪 ・ 神崎川ダイドーボウル 伊澤　民子 83歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン
大石　陽子 83歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 竹中　悦子 83歳 香　川 ・ MG-BOWL 村上　満喜子 83歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 森野　弘子 83歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店
辻村　香代子 83歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店 川島　和子 83歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 長谷川多嘉子 83歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 藤井　美音子 83歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松
芦原　邦子 83歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル 和栗　寿子 83歳 東　京 ・ 池袋ロサボウル 田中　美恵子 83歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール 新美　あき子 83歳 愛　知 ・ 半田グランドボウル
木村　栄子 83歳 神奈川 ・ 相模原パークレーンズ 徳留　文世 83歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 田中　倭子 83歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 大島　恵美子 83歳 東　京 ・ 東京ポートボウル
森本　アツコ 83歳 東　京 ・ 荻窪ボウル 谷津　勝子 83歳 東　京 ・ 高田馬場グランドボウル 村上　恵美子 83歳 広　島 ・ コロナキャットボウル福山店 後藤　静子 83歳 埼　玉 ・ SAP草加ボウル
藤江　サワ 83歳 栃　木 ・ 宇都宮第二トーヨーボウル 安部　信子 83歳 大　分 ・ OBS BOWL 花井　ふみ江 83歳 神奈川 ・ 相模原パークレーンズ 大野　妙子 83歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店
江西　賢子 83歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 梶川　律代 83歳 広　島 ・ 広島パークレーン 渡口　久子 83歳 東　京 ・ 高尾スターレーン 筧田　富江 83歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル
和田　ハツ子 83歳 東　京 ・ SAP日野ボウル 坂口　敏子 83歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 那須　恵美子 83歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 若園　淑子 83歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル
好川　和子 83歳 東　京 ・ 東京ポートボウル 岡田　怜子 83歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 西　　君子 83歳 福　岡 ・ 宗像シティボウル 小薗　智子 83歳 奈　良 ・ オプトボウルタカダ
小林　征子 83歳 山　梨 ・ 都留ファミリーボウル 上野　レン子 83歳 青　森 ・ ゆりの木ボウル 飯沼　カヨ 83歳 東　京 ・ 経堂ボウル 門村　八千代 83歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店
佃　　恒子 83歳 北海道 ・ 帯広スズランボウル 吉田　雅子 83歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 竹部　時子 83歳 神奈川 ・ 神奈中平塚ボウル 川嶋　フミ子 83歳 茨　城 ・ 大学ボウル水戸店
向井　豊子 83歳 広　島 ・ 広電ボウル 大場　綾子 83歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 末永　信子 83歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル 加藤　富美 83歳 東　京 ・ 高尾スターレーン
佐々木スミ 83歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 金子　夏江 83歳 東　京 ・ 東京ドームボウリングセンター 水上　孝子 83歳 東　京 ・ 品川プリンスホテルボウリングセンター 近藤　糸子 83歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ
一色　さえこ 83歳 愛　媛 ・ 桑名ボウル 瀬上　幸枝 83歳 神奈川 ・ 伊勢原ボウリングセンター 藤野　欣子 83歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 河西　咲子 83歳 埼　玉 ・ 浦和スプリングレーンズ
泉本　みつる 83歳 広　島 ・ 広島パークレーン 木村　美千代 83歳 静　岡 ・ 暖香園ボウル 嘉茂　勝子 83歳 静　岡 ・ 神明ボウル 蛇口　立子 83歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン
谷　　寿子 83歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 佐藤　八重子 83歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 鈴木　芳子 83歳 愛　知 ・ 岡崎グランドボウル 大高　キヨ子 83歳 広　島 ・ 広電ボウル
小崎　ヤヨエ 83歳 熊　本 ・ LTBボウル水前寺

宮方　美和子 87歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 武藤　スエ子 87歳 北海道・ディノスボウル帯広 森田　ちず子 87歳 東　京・平和島スターボウル 飯沼　さち枝 87歳 東　京・高田馬場グランドボウル
岩本　幸枝 87歳 広　島・ミスズボウル 豊田　スミ子 87歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 中村　安子 87歳 東　京・笹塚ボウル 日原　淳子 87歳 兵　庫・神戸六甲ボウル
小林　和子 87歳 長　野・ヤングファラオ ガスティン隆子 87歳 長　崎・西肥シルバーボウル 茂田　文子 87歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 原科　恵子 87歳 静　岡・神明ボウル
小笠原直江 87歳 山　梨・都留ファミリーボウル 楠元　ツエ子 87歳 鹿児島・サンライトゾーン 中田　美也子 87歳 神奈川・江の島ボウリングセンター 古谷　登久子 87歳 東　京・東京ポートボウル
黒岩　弘子 87歳 福　岡・スポルト福岡 坂井　郁子 87歳 北海道・綜合レジャーサンコーボウル 三浦　禮子 87歳 東　京・平和島スターボウル 門田　あさの 87歳 滋　賀・愛知川ボウル
西村　沙世子 87歳 東　京・池袋ロサボウル 小山　あや子 87歳 埼　玉・所沢スターレーン 高橋　美枝子 87歳 北海道・パシフィックボウル 大野　ユキ子 87歳 東　京・高尾スターレーン
後藤　キミコ 87歳 大　分・OBS BOWL 黒川　訓子 87歳 東　京・高田馬場グランドボウル 小松　リツ子 87歳 宮　崎・宮崎エースレーン 鈴木　信子 87歳 静　岡・浜松毎日ボウル
嶋方　緑 87歳 群　馬・パークレーン高崎 勝井　芳枝 87歳 鳥　取・鳥取スターボウル 溝辺　ヒロ子 87歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 程原　フミエ 87歳 山　梨・都留ファミリーボウル
尾崎　せい子 87歳 静　岡・暖香園ボウル 當銘　繁子 87歳 沖　縄・サラダボウル 戸口　文子 87歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店 吉川　公 87歳 東　京・アイビーボウル向島
田中　蘭子 87歳 大　阪・アルゴボウル 斉藤　久子 87歳 静　岡・毎日ボウル芳川 関根　愛子 87歳 埼　玉・ニューパールレーン武里 星野　ツネ子 87歳 栃　木・宇都宮第二トーヨーボウル
井内　千代子 87歳 香　川・志度ファミリーボウル 森　　英乃 87歳 長　崎・諫早パークレーン 中嶋　クニ子 87歳 東　京・高尾スターレーン 竹村　良子 87歳 兵　庫・AREA-DO三田ボウリングセンター
鈴木　京子 86歳 埼　玉・新狭山グランドボウル 天野　菊江 86歳 徳　島・スエヒロボウル 八橋　芙美子 86歳 広　島・広電ボウル 平野　和子 86歳 神奈川・ハマボール
鈴木　園子 86歳 愛　知・春日井グランドボウル 揚田　繁子 86歳 愛　知・スポルト名古屋 阿部　吉江 86歳 栃　木・足利スターレーン 成　　和子 86歳 埼　玉・松原スターボウル
瀬能　初江 86歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 町田　とよ子 86歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ 渡辺　秋子 86歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 小林　菊栄 86歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター
岩田　節 86歳 愛　知・稲沢グランドボウル 山田　ヒデ子 86歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店 関谷　みね子 86歳 愛　知・アソビックスかにえ 上田　久美子 86歳 広　島・広島パークレーン
山上　芳枝 86歳 東　京・SAP日野ボウル 重森　元子 86歳 神奈川・ボウリング王国スポルト横須賀店 中村　しげ 86歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 斎藤　惠子 86歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター
舟倉　恭子 86歳 神奈川・相模原パークレーンズ 岩井　ケイ子 86歳 東　京・東京ポートボウル 西村　典子 86歳 東　京・東京ポートボウル 小野田美恵子 86歳 東　京・東京ポートボウル
内野　昌子 86歳 静　岡・神明ボウル 小倉　依子 86歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 小野　真紀子 86歳 神奈川・神奈中平塚ボウル 鈴木　弥生 86歳 静　岡・暖香園ボウル
島田　幸子 86歳 千　葉・本八幡スターレーン 高橋　和子 86歳 東　京・高尾スターレーン 岸田　光枝 86歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 上原　春子 86歳 沖　縄・スカイレーン
野口　しづ 86歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 浅田　節代 86歳 埼　玉・所沢スターレーン 鏡味　和子 86歳 愛　知・スポルト名古屋 市川　利恵子 86歳 東　京・中野サンプラザボウル
榊原　博子 86歳 静　岡・御殿場パークレーンズ 上神　美智子 86歳 愛　媛・ファーストボウル 神谷　かおる 86歳 東　京・高田馬場グランドボウル 黒済　道子 86歳 東　京・世田谷オークラボウル
小林　磨季 86歳 東　京・東大和グランドボウル 天野　藤子 86歳 神奈川・相模原パークレーンズ 酒匂　初枝 86歳 東　京・笹塚ボウル 下川　洋子 86歳 福　岡・フラワーボウル
上野　秀子 86歳 静　岡・富士パークレーンズ 酒井　久代 86歳 東　京・世田谷オークラボウル 石井　悦子 86歳 東　京・荻窪ボウル 村井　藤衣 86歳 福　岡・七隈ファミリープラザ
木村　嘉世子 86歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 加藤　恵美子 86歳 岐　阜・コスモボウル羽島 鳥居　公子 86歳 愛　知・知立イーグルボウル 加藤　とよ子 86歳 埼　玉・アイビーボウル北本
冨山　ナカイ 86歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 富田　弘子 86歳 東　京・中野サンプラザボウル 郡司　静江 86歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 米山　シズ 86歳 東　京・荻窪ボウル
岩田　房子 86歳 愛　知・スポルト名古屋 桂木　玲子 86歳 広　島・広電ボウル 宮本　スミ子 86歳 東　京・経堂ボウル 福光　則子 86歳 愛　知・アソビックスかにえ
谷田貝ヤイ 86歳 東　京・平和島スターボウル 中村　淳子 86歳 北海道・パシフィックボウル 田口　早智子 86歳 広　島・広電ボウル 千葉　和希子 86歳 岩　手・盛岡スターレーン
氏家　陽子 86歳 神奈川・タチバナボウル 八木　雅子 86歳 東　京・平和島スターボウル 峰田　セツ子 86歳 東　京・高田馬場グランドボウル 黒川　笑子 86歳 香　川・MG-BOWL
川津　久世 86歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 榎本　真智子 85歳 埼　玉・新狭山グランドボウル 加藤　営子 85歳 東　京・池袋ロサボウル 桑田　敏子 85歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター
宮崎　節子 85歳 福　岡・フラワーボウル 腰澤　佐千代 85歳 神奈川・相模ファーストレーン 田村　絹子 85歳 香　川・MG-BOWL 日野　澄子 85歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店
岡本　洋子 85歳 長　野・ヤングファラオ 稲本　ミヨ子 85歳 福　島・ボウリング王国スポルト平店 野上　松江 85歳 静　岡・暖香園ボウル 中武　みゆき 85歳 宮　崎・サンボウル/宮崎エースレーン
足達　美代子 85歳 福　岡・太宰府Jボウル 長尾　道子 85歳 北海道・サッポロオリンピアボウル 澤田　和子 85歳 東　京・経堂ボウル 仲野　妙子 85歳 長　崎・西肥シルバーボウル
板倉　かなゑ 85歳 愛　知・岡崎グランドボウル 細内　治子 85歳 栃　木・宇都宮第二トーヨーボウル 三橋　育子 85歳 静　岡・暖香園ボウル 浜辺　雅子 85歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター
数井　喜久江 85歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 田村　和子 85歳 奈　良・トドロキボウル 大内　澄子 85歳 埼　玉・所沢スターレーン 山中　竹子 85歳 千　葉・ストライカーズ西船ボウル
大越　恵美子 85歳 埼　玉・SAP草加ボウル 関口　美子 85歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 金子　柳子 85歳 千　葉・ストライカーズ西船ボウル 金子　美智子 85歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ
永田　弘子 85歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 七山　かずえ 85歳 北海道・苫小牧中央ボウル 廣瀬　友子 85歳 東　京・平和島スターボウル 中川　松栄 85歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店
村松　十三子 85歳 静　岡・毎日ボウル芳川 金谷　郁子 85歳 神奈川・ハマボール 小野　恵津子 85歳 静　岡・富士パークレーンズ 鈴木　禎子 85歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店
森澤　愛子 85歳 福　岡・桃園シティボウル 寺島　昌子 85歳 愛　知・稲沢グランドボウル 岡田　煕子 85歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 宮崎　協子 85歳 北海道・サッポロオリンピアボウル
金子　千香子 85歳 神奈川・ハマボール 田中　ミツ子 85歳 東　京・東大和グランドボウル 二田　登志子 85歳 熊　本・LTBボウル水前寺 松居　喜代子 85歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター
辻塚　康子 85歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル 小村　みつ枝 85歳 群　馬・パークレーン高崎 澤地　千鶴 85歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 伊藤　輝子 85歳 神奈川・ハマボール
児玉　富美恵 85歳 北海道・千歳フジボウル 高橋　マサ子 85歳 神奈川・川崎グランドボウル 増田　淳子 85歳 東　京・平和島スターボウル 加藤　喜江 85歳 愛　知・アソビックスかにえ
村山　こずえ 85歳 愛　知・アソビックスびさい 清水　春江 85歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 児玉　サチ子 85歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 冨岡　昌子 85歳 群　馬・藤岡ボウル
安部　眞由美 85歳 福　岡・フラワーボウル 有薗　セツ 85歳 長　崎・西肥シルバーボウル 内田　ミサ子 85歳 山　口・下関ロイヤルボウル 細川　二三子 85歳 奈　良・トドロキボウル
野角　フミ子 85歳 香　川・坂出中央ボウル 松本　幸子 85歳 大　阪・神崎川ダイドーボウル 山下　秀子 85歳 佐　賀・ボウルアーガス 小林　桂子 85歳 千　葉・ストライカーズ西船ボウル
柴田　昌子 85歳 埼　玉・所沢スターレーン 藤墳　愛子 85歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 加藤　政子 85歳 東　京・笹塚ボウル 阿部　文子 85歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター
滝嶋　シズ 85歳 神奈川・ハマボール 内野　アイ子 85歳 埼　玉・新狭山グランドボウル 西田　美津代 85歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 小野　忍 85歳 福　岡・桃園シティボウル
赤根　永子 85歳 東　京・ 品川プリンスホテルボウリングセンター/世田谷オークラボウル 川中　キヌヨ 85歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 浅羽　好代 85歳 神奈川・ハマボール 木村　さち子 85歳 東　京・トミコシ高島平ボウル
及川　タイ 85歳 岩　手・盛岡スターレーン 高田　力子 85歳 広　島・広電ボウル 桜井　喜代子 85歳 群　馬・パークレーン高崎 山本　信子 85歳 佐　賀・ボウルアーガス
工藤　貞子 85歳 山　口・下関ロイヤルボウル 兼次　千代 85歳 沖　縄・北谷ボウル 森田　佳子 85歳 千　葉・本八幡スターレーン 坂本　武子 85歳 神奈川・ハマボール
原　　カズヨ 85歳 福　岡・西新パレスボウル 山崎　啓子 85歳 東　京・荻窪ボウル 三島　百々代 85歳 奈　良・オプトボウルタカダ 清水　フク 85歳 千　葉・本八幡スターレーン
板橋　計子 85歳 神奈川・タチバナボウル 杉野　光代 85歳 愛　知・スポルト名古屋 白浜　タワ子 85歳 青　森・ゆりの木ボウル 細川　美智子 85歳 愛　知・アソビックスびさい
浅井　武子 85歳 静　岡・神明ボウル 武田　敏子 85歳 東　京・荻窪ボウル 岩橋　鏡子 85歳 東　京・世田谷オークラボウル 原田　たみ江 85歳 静　岡・浜松毎日ボウル
指田　千沙子 85歳 東　京・笹塚ボウル

鈴木　明子 87歳 東　京・蒲田IMONボウル 岩田　すみゑ 87歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店 岡島　波江 87歳 愛　媛・桑名ボウル 今西　茂子 87歳 東　京・東京ポートボウル
佐々木市子 87歳 埼　玉・SAP草加ボウル 熊谷　裕子 87歳 山　形・ヤマコーボウル 𡈽川　誠子 87歳 岩　手・盛岡スターレーン 加藤　ミナエ 87歳 神奈川・神奈中平塚ボウル
早川　佐智子 87歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 徳増　良子 87歳 静　岡・浜松毎日ボウル 藤井　千枝子 87歳 千　葉・ストライカーズ西船ボウル 松田　千恵子 87歳 群　馬・藤岡ボウル
宮下　さと子 87歳 静　岡・暖香園ボウル 荒木　明子 87歳 福　岡・七隈ファミリープラザ 丹治　美年子 87歳 福　島・福島オークラボウル 河合　ヤス子 87歳 静　岡・浜松毎日ボウル
吉村　保子 87歳 神奈川・ハマボール 緒方　洋子 87歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 山田　都 87歳 静　岡・暖香園ボウル 加瀬谷糸津 87歳 東　京・池袋ロサボウル
平野　節 87歳 北海道・苫小牧中央ボウル 長沼　節子 87歳 福　岡・スポガ香椎 矢羽田早苗 87歳 大　分・日田アストロボウル 小栗　明乎 87歳 愛　知・岩屋キャノンボウル
中村　菊代 87歳 三　重・津グランドボウル 岡部　紗椰子 87歳 東　京・世田谷オークラボウル 勝呂　昌子 87歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 百瀬　豊子 87歳 東　京・東大和グランドボウル
山田　あさを 87歳 岐　阜・コスモボウル羽島 中村　伊佑子 87歳 北海道・サッポロオリンピアボウル 小島　英子 87歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 桜井　みさ子 87歳 愛　知・アソビックスびさい
伊藤　ちず子 87歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 長戸　由美子 87歳 北海道・綜合レジャーサンコーボウル 玉木　利枝子 87歳 沖　縄・サラダボウル 三上　美紗子 87歳 広　島・コロナキャットボウル福山店
鈴木　光子 87歳 静　岡・毎日ボウル芳川 中林　和子 87歳 富　山・立山グランドボウル 柴田　恭子 87歳 福　岡・フラワーボウル 堀内　みね子 87歳 静　岡・狐ケ崎ヤングランドボウル
笠井　由貴子 87歳 埼　玉・所沢スターレーン 網　　美津子 87歳 千　葉・本八幡スターレーン 坂本　秀子 87歳 東　京・東大和グランドボウル 佐藤　静子 87歳 岩　手・盛岡スターレーン
近藤　三重子 86歳 愛　知・名古屋グランドボウル 大山　幸子 86歳 東　京・中野サンプラザボウル 八巻　敦子 86歳 東　京・荻窪ボウル 鈴木　多都子 86歳 千　葉・本八幡スターレーン
大城　千恵子 86歳 沖　縄・マチナトボウル 渡会　幸子 86歳 北海道・綜合レジャーサンコーボウル 山内　久子 86歳 千　葉・富津スターレーン 石田　くに子 86歳 東　京・経堂ボウル
長妻　光子 86歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 鈴木　とし江 86歳 静　岡・御殿場パークレーンズ 村本　容子 86歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 中司　水穂 86歳 兵　庫・神戸六甲ボウル
須加　春江 86歳 東　京・立川スターレーン 杉浦　翠 86歳 愛　知・スポルト名古屋 柿田　早子 86歳 山　口・下関ロイヤルボウル 笠原　政子 86歳 東　京・中野サンプラザボウル
古藤　潤子 86歳 山　口・下関ロイヤルボウル 木野目敏子 86歳 岩　手・盛岡スターレーン 枝元　多鶴子 86歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 矢沢　ちづ子 86歳 埼　玉・新狭山グランドボウル
橋本　紀久子 86歳 東　京・荻窪ボウル 北川　正枝 86歳 東　京・平和島スターボウル 井手　郁子 86歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 平間　八重子 86歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター
加木　洋子 86歳 広　島・広島パークレーン 福田　ヤエ子 86歳 東　京・高尾スターレーン 川田　ヒロ子 86歳 東　京・荻窪ボウル 花輪　貞子 86歳 千　葉・本八幡スターレーン
武田　キク 86歳 群　馬・桐生スターレーン 横田　智子 86歳 福　岡・西新パレスボウル 鈴木　スミ子 86歳 神奈川・神奈中平塚ボウル 中林　京子 86歳 東　京・高尾スターレーン
岡部　洋子 86歳 東　京・荻窪ボウル 足立　浩子 86歳 静　岡・毎日ボウル芳川 伊延　保子 86歳 大　分・OBS BOWL 香月　美穂子 86歳 長　崎・パラダイスボウル
喜代門佐英子 86歳 神奈川・江の島ボウリングセンター 細谷　文子 86歳 東　京・練馬トーホーボウル 武田　愛子 86歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 稲田　多恵子 86歳 東　京・東大和グランドボウル
町井　絹枝 86歳 千　葉・本八幡スターレーン 中村　芳恵 86歳 群　馬・桐生スターレーン 杉山　圭子 86歳 千　葉・本八幡スターレーン 米谷　郁子 86歳 埼　玉・アイビーボウル北本
鈴木　律子 86歳 静　岡・ビラ江戸屋ボウル 山下　好子 86歳 佐　賀・伊万里スターボウル 中島　一三子 86歳 北海道・千歳フジボウル 野中　アヤ子 86歳 福　岡・フラワーボウル
渡辺　トキ子 86歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 大野　鈴江 86歳 愛　知・アソビックスかにえ 泉　　三三 86歳 徳　島・スエヒロボウル 門田　嘉子 86歳 広　島・広島パークレーン
堀之内珠子 86歳 北海道・帯広スズランボウル 鈴木　民枝 86歳 東　京・ラウンドワン南砂店 吉田　順子 86歳 東　京・笹塚ボウル 桑原　ノブ 86歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店
古川　君子 86歳 東　京・立川スターレーン 小林　サチ子 86歳 神奈川・ ボウリング王国スポルト横須賀店/ボウリング王国スポルト八景店 北守　三千子 86歳 北海道・サッポロオリンピアボウル 上村　じゅん子 86歳 東　京・池袋ロサボウル
梅田　靖子 86歳 神奈川・ハマボール 東　　紀久枝 86歳 北海道・苫小牧中央ボウル 増本　京子 86歳 神奈川・ハマボール 鈴木　初子 86歳 愛　知・スポルト名古屋
狩野　信子 86歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 笹　　清子 86歳 北海道・パシフィックボウル 平田　美智子 86歳 北海道・綜合レジャーサンコーボウル 戸村　朗子 86歳 千　葉・本八幡スターレーン
鳥谷　あき子 86歳 東　京・笹塚ボウル 郡　　純子 86歳 東　京・SAP日野ボウル 宮川　啓子 85歳 東　京・笹塚ボウル 石黒　マリ子 85歳 北海道・サッポロオリンピアボウル
福山　迪子 85歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 岡本　せつ子 85歳 千　葉・ストライカーズ西船ボウル 長谷川勢津子 85歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ 中山　幸代 85歳 長　野・アピナボウル安曇野店
末田　純子 85歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 山田　総子 85歳 香　川・シーサイドボウル高松 松山　澄江 85歳 静　岡・暖香園ボウル 中川　静子 85歳 島　根・出雲会館センターボウル
富田　晴子 85歳 茨　城・大学ボウル水戸店 水口　百合子 85歳 千　葉・ボウルアピア柏中央店 田澤　都代子 85歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 高橋　多美恵 85歳 大　阪・アルゴボウル
上間　弘子 85歳 沖　縄・サラダボウル 加藤　睦子 85歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 内藤　政子 85歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 崎川　幸子 85歳 静　岡・柿田川パークレーンズ
佐藤　栄子 85歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ 古澤　敏子 85歳 岩　手・盛岡スターレーン 玉木　寿子 85歳 東　京・アイビーボウル向島 脇屋　悦子 85歳 神奈川・タチバナボウル
宮本　敏子 85歳 千　葉・富津スターレーン 伊井　しまゑ 85歳 愛　知・春日井グランドボウル 中利　節子 85歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 田中　美佐子 85歳 香　川・志度ファミリーボウル
花島　久恵 85歳 静　岡・毎日ボウル芳川 三枝　久江 85歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 吉居　久子 85歳 千　葉・富津スターレーン 児島　政子 85歳 東　京・池袋ロサボウル
剱持　晴子 85歳 東　京・高尾スターレーン 宮下　美保子 85歳 香　川・坂出中央ボウル 宇佐美美佐子 85歳 静　岡・神明ボウル 中村　きよゑ 85歳 静　岡・神明ボウル
菅沼　芳江 85歳 静　岡・富士パークレーンズ 安田　美江子 85歳 神奈川・相模原パークレーンズ 馬場　恒子 85歳 東　京・東大和グランドボウル 中野　文子 85歳 東　京・笹塚ボウル
大久保敏子 85歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 松本　二三子 85歳 宮　崎・サンボウル 相沢　公子 85歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 鈴木　フジ子 85歳 神奈川・ ボウリング王国スポルト横須賀店/ボウリング王国スポルト八景店
山端　敏子 85歳 茨　城・フジ取手ボウル 宮城　ハル子 85歳 沖　縄・北谷ボウル 鏑木　和江 85歳 神奈川・タチバナボウル 小菅　久枝 85歳 神奈川・湘南とうきゅうボウル
城戸　佳子 85歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル 菅原　登美 85歳 岩　手・盛岡スターレーン 木村　皓子 85歳 大　分・OBS BOWL 三浦　初代 85歳 島　根・益田ボウリング
森　　晢子 85歳 静　岡・狐ケ崎ヤングランドボウル 島中　悦子 85歳 東　京・東京ドームボウリングセンター 内田　敦子 85歳 熊　本・LTBボウル水前寺 井口　トモ子 85歳 北海道・千歳フジボウル
古田　くに子 85歳 岐　阜・コスモボウル羽島 伊藤　冴子 85歳 山　口・防府ゴールデンボール 熊谷　まゆみ 85歳 福　岡・フラワーボウル 中西　静江 85歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ
中川　千賀子 85歳 東　京・経堂ボウル 斉藤　久子 85歳 北海道・ディノスボウル札幌麻生 上村　生枝 85歳 東　京・笹塚ボウル 八木　ふさ江 85歳 静　岡・富士パークレーンズ
石井　あい子 85歳 静　岡・暖香園ボウル 川口　辰子 85歳 福　岡・フラワーボウル 二宮　悌子 85歳 三　重・アソビックスあさひ 本荘　ハルイ 85歳 栃　木・王冠ボウル
山田　麻莉 85歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 工島　寿代 85歳 静　岡・神明ボウル 秋田　量子 85歳 東　京・中野サンプラザボウル 志村　かおる 85歳 山　梨・都留ファミリーボウル
森田　和子 85歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 原田　ルリ子 85歳 神奈川・川崎グランドボウル 高橋　カツ子 85歳 宮　城・気仙沼さくらボウル 乙吉　勝子 85歳 福　岡・折尾スターレーン
加藤　志づ子 85歳 福　岡・桃園シティボウル 浜岡　日奈子 85歳 香　川・志度ファミリーボウル 上原　ハツ子 85歳 沖　縄・スカイレーン 田淵　智加江 85歳 大　分・OBS BOWL
横山　成子 85歳 香　川・坂出中央ボウル 松尾　洋子 85歳 佐　賀・ボウルアーガス 宮村　京子 85歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 蒲田　陽子 85歳 富　山・立山グランドボウル
金木　静江 85歳 東　京・中野サンプラザボウル/荻窪ボウル 国広　道子 85歳 広　島・広電ボウル 山内　フミ 85歳 沖　縄・北谷ボウル 平田　京子 85歳 東　京・東大和グランドボウル
青山　ミチ子 85歳 神奈川・相模ファーストレーン 中村　芳江 85歳 神奈川・ハマボール 木全　武子 85歳 埼　玉・所沢スターレーン 浜中　了子 85歳 東　京・西東京レーン
吉元　幸子 85歳 東　京・高尾スターレーン 関口　好子 85歳 栃　木・サンプラザボウル 牛場　広子 85歳 三　重・久居ボウリングセンター 近藤　美智子 85歳 千　葉・北小金ボウル
上野　芳子 85歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 中野　愛子 85歳 福　岡・小嶺シティボウル

大城　民子 98歳 神奈川・ハマボール 高田　俊子 96歳 神奈川・ハマボール 福澤　スエヨ 96歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル
山口　たま 95歳 東　京・荻窪ボウル/中野サンプラザボウル 依田　ちよ子 95歳 京　都・MKボウル上賀茂 中嶋　ヤス子 95歳 愛　媛・ファーストボウル
成合　和子 94歳 東　京・経堂ボウル 上野　志津子 94歳 和歌山・和歌山グランドボウル 松島　嘉子 94歳 長　野・アストロボウル
伊西　茂子 94歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 田巻　マキ 93歳 神奈川・ハマボール 西野　文子 93歳 東　京・高尾スターレーン
久野　久乃 93歳 愛　知・名古屋グランドボウル 寺沢　晴実 93歳 長　野・アストロボウル 瀬霜　好子 93歳 静　岡・暖香園ボウル
内山　恵子 93歳 東　京・練馬トーホーボウル/高田馬場グランドボウル 田畑　芳子 92歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ 細川　敦代 92歳 愛　知・アソビックスかにえ
岩本　たつの 92歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 金箱　美智子 92歳 埼　玉・松原スターボウル 明比　庸子 92歳 千　葉・北小金ボウル
鈴木　智恵子 92歳 神奈川・ハマボール 涌井　ツギ子 92歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ 小林　重子 92歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター
久米　加代子 92歳 静　岡・浜松毎日ボウル 米沢　逸子 92歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ 石川　当子 92歳 静　岡・毎日ボウル芳川
伊達　美佐子 92歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 細谷　明美 91歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 林　　豊子 91歳 三　重・久居ボウリングセンター
西村　昭子 91歳 大　阪・アルゴボウル 水上　由紀子 91歳 東　京・笹塚ボウル 丸岡　栄子 91歳 神奈川・タチバナボウル
村上　和子 91歳 東　京・東大和グランドボウル 石田　ふみ江 91歳 東　京・池袋ロサボウル 山本　喜美子 91歳 北海道・千歳フジボウル
樽　　せつ子 91歳 神奈川・相模ファーストレーン 高松　文子 90歳 静　岡・トマトボウル 佐久間和子 90歳 静　岡・暖香園ボウル
安田　澄子 90歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ 大矢　志げみ 90歳 愛　知・スポルト名古屋 加賀美由江 90歳 神奈川・ハマボール
岩田　和子 90歳 福　岡・西新パレスボウル 岩間　三月子 90歳 埼　玉・芝グランドボール 表　　紀美子 90歳 鳥　取・クイーンボウル
金丸　厚子 90歳 宮　崎・宮崎エースレーン 篠田　美子 90歳 山　梨・ダイトースターレーン双葉 小林　幹子 90歳 神奈川・ハマボール
山口　泰子 90歳 愛　知・稲沢グランドボウル 西村　久子 90歳 山　形・ヤマコーボウル 畑　　末子 90歳 福　岡・折尾スターレーン
望月　八重子 89歳 静　岡・浜松毎日ボウル 武藤　千鶴 89歳 熊　本・松橋ボウリングセンター 樋口　千恵 89歳 神奈川・相模ファーストレーン
横尾　トシエ 89歳 福　岡・フラワーボウル 猪田　悦子 89歳 滋　賀・愛知川ボウル 鈴木　輝枝 89歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター/世田谷オークラボウル
綿貫　志げ 89歳 神奈川・ハマボール 松尾　敏子 89歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 日下　智嘉子 89歳 香　川・ラウンドワンスタジアム高松店
小山　康子 89歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 長塚　はる子 89歳 東　京・新小岩サニーボール 杉山　和子 89歳 静　岡・富士パークレーンズ
杉原　逸子 89歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 山本　えみ 89歳 東　京・中野サンプラザボウル 田中　秀子 89歳 東　京・中野サンプラザボウル
荻野　美代子 89歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 清水　スズエ 89歳 大　分・日田アストロボウル 宮澤　直江 89歳 東　京・池袋ロサボウル
鈴野　洋子 89歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター 細川　たつ子 89歳 三　重・アソビックスあさひ 服部　文枝 89歳 静　岡・毎日ボウル芳川
松崎　不二緒 89歳 東　京・荻窪ボウル/中野サンプラザボウル 須田　ミナ子 89歳 東　京・立川スターレーン 岡部　通子 89歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター
賀村　笑三子 88歳 北海道・綜合レジャーサンコーボウル 岩城　二三子 88歳 山　形・ヤマコーボウル 佐藤　はる江 88歳 山　梨・都留ファミリーボウル
清水　末子 88歳 埼　玉・所沢スターレーン 大井　節子 88歳 東　京・荻窪ボウル 大河内恒子 88歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ
山口　笑子 88歳 東　京・高尾スターレーン 井口　幸子 88歳 東　京・荻窪ボウル 山本　好見 88歳 和歌山・新宮東宝ボウル
渡辺　暁 88歳 東　京・高尾スターレーン 勝田　芳子 88歳 福　岡・スポガ香椎 小寺　江子 88歳 東　京・東京ドームボウリングセンター/東京ポートボウル
山根　弘子 88歳 大　阪・神崎川ダイドーボウル 石田　栄子 88歳 静　岡・暖香園ボウル 松野　ひろ 88歳 静　岡・浜松毎日ボウル/毎日ボウル芳川
鈴木　眞理子 88歳 福　岡・折尾スターレーン 安達　喜代子 88歳 福　岡・折尾スターレーン 吉川　うめ子 88歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店
渡辺　桂子 88歳 愛　知・春日井グランドボウル 伊藤　和子 88歳 東　京・高尾スターレーン 駒場　ともゑ 88歳 千　葉・本八幡スターレーン
篠原　文子 88歳 鹿児島・サンライトゾーン 込山　静子 88歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ 鈴木　まさ 88歳 茨　城・坂東ファミリーボウル
岩本　サダ子 88歳 千　葉・北小金ボウル 夏秋　照子 88歳 東　京・荻窪ボウル 指　　幸子 88歳 東　京・練馬トーホーボウル
渡邊　キヨミ 88歳 三　重・アソビックスあさひ 林崎　康子 88歳 東　京・笹塚ボウル 石原　静子 88歳 滋　賀・栗東ボウリング・ジム
中山　イシ子 88歳 群　馬・エメラルドボウル 當間　登美子 88歳 沖　縄・サラダボウル 石井　冨美代 88歳 静　岡・暖香園ボウル
安島　君代 88歳 大　阪・アルゴボウル

永島　文江 102歳 神奈川・ハマボール 阿部　幸子 97歳 東　京・荻窪ボウル 西原　ミサエ 96歳 佐　賀・ボウルアーガス
柴田　ユキ 95歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 土井　芳子 95歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ 米田　シゲ子 95歳 福　岡・西新パレスボウル
三ツ目コウ 95歳 埼　玉・新狭山グランドボウル 升井　のぶ子 94歳 大　阪・神崎川ダイドーボウル 峰岸　郁子 94歳 東　京・笹塚ボウル
岡田　淑子 94歳 東　京・平和島スターボウル 外村　みよ 94歳 北海道・サッポロオリンピアボウル 大久保とし子 93歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター
相良　亜紀 93歳 宮　崎・サンボウル 伏見　廣子 93歳 静　岡・狐ケ崎ヤングランドボウル 野村　とみ子 93歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター
田中　信子 93歳 香　川・志度ファミリーボウル 牧野　京子 93歳 東　京・高田馬場グランドボウル 井上　貞子 92歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター
小島　正子 92歳 北海道・綜合レジャーサンコーボウル 大高　八重子 92歳 静　岡・富士パークレーンズ 谷口　典子 92歳 東　京・練馬トーホーボウル
森田　玉枝 92歳 大　阪・アルゴボウル 田家　芳子 92歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 相模　ハツエ 92歳 東　京・アイビーボウル向島
宮田　すみ子 92歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ 相原　幸子 92歳 神奈川・相模原パークレーンズ 飯田　さき 92歳 茨　城・坂東ファミリーボウル
鈴木　妙子 92歳 静　岡・御殿場パークレーンズ 村岡　キミヨ 92歳 佐　賀・ボウルアーガス 助川　幸代 91歳 東　京・池袋ロサボウル
猪原　笹江 91歳 大　分・OBS BOWL 小川　延子 91歳 愛　知・星が丘ボウル 冨永　寿々子 91歳 宮　崎・宮崎エースレーン
日暮　福枝 91歳 茨　城・大学ボウル水戸店 船岡　とも子 91歳 群　馬・エメラルドボウル 川崎　八重子 91歳 長　崎・長崎ラッキーボウル
野崎　量子 91歳 静　岡・富士パークレーンズ 鈴木　千秋 90歳 静　岡・暖香園ボウル 小坂　絢子 90歳 東　京・荻窪ボウル
塩沢　浩子 90歳 群　馬・エメラルドボウル 中松　栄子 90歳 神奈川・ハマボール 橋本　節子 90歳 北海道・千歳フジボウル
江隈　ハル子 90歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 井上　幸子 90歳 栃　木・王冠ボウル 木下　幸子 90歳 東　京・高尾スターレーン
堀　　哲子 90歳 長　崎・諫早パークレーン 佐久間美千江 90歳 東　京・平和島スターボウル 海辺　峰子 90歳 神奈川・江の島ボウリングセンター
長野　洋子 90歳 北海道・サッポロオリンピアボウル 大塚　和江 90歳 東　京・荻窪ボウル 安藤　久美子 90歳 愛　知・アソビックスかにえ
小倉　スミ江 89歳 東　京・東大和グランドボウル 関根　すず子 89歳 東　京・高田馬場グランドボウル 山口　トミ子 89歳 茨　城・フジ取手ボウル
高岡　信枝 89歳 愛　媛・キスケKIT 澤田　美喜子 89歳 北海道・綜合レジャーサンコーボウル 篠原　美千子 89歳 大　阪・アルゴボウル
高羽　君江 89歳 茨　城・フジ取手ボウル 長末　愛子 89歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 川村　照子 89歳 静　岡・暖香園ボウル
松澤　操 89歳 東　京・荻窪ボウル 九羽　和子 89歳 福　岡・太宰府Jボウル 今岡　静江 89歳 福　岡・スポガ香椎
山口　法子 89歳 長　崎・諫早パークレーン 大森　美智子 89歳 千　葉・ストライカーズ西船ボウル 大村　陽子 89歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター
田中　美代子 89歳 福　島・ボウリング王国スポルト平店 緑川　ミチ子 89歳 神奈川・ハマボール 上田　すみ子 89歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店
土方　はつゑ 89歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 藤本　芳子 89歳 大　分・日田アストロボウル 福良　陽子 89歳 広　島・広島パークレーン
堀内　きよ子 89歳 埼　玉・松原スターボウル 高島　さと子 89歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 佐野　久子 89歳 神奈川・ボウリング王国スポルト横須賀店
渡辺　幸江 89歳 静　岡・富士パークレーンズ 泉　　冨美子 88歳 広　島・松永ベイボウル 平岡　智恵美 88歳 山　口・防府ゴールデンボール
中島　美奈子 88歳 神奈川・ハマボール 袴田　敏子 88歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 髙山　キミエ 88歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店
田中　芳江 88歳 東　京・東大和グランドボウル 永岡　幸江 88歳 三　重・津グランドボウル 川口　弘子 88歳 栃　木・宇都宮第二トーヨーボウル
吉松　和子 88歳 宮　崎・サンボウル 太田　美智子 88歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 村松　ナオミ 88歳 静　岡・暖香園ボウル
民谷　美枝子 88歳 香　川・太洋ボウル 押田　貴美枝　 88歳 東　京・立川スターレーン 森崎　節子 88歳 北海道・パシフィックボウル
杉本　幸子 88歳 北海道・厚別パークボウル 松原　幸子 88歳 北海道・苫小牧中央ボウル 小島　とし子 88歳 東　京・笹塚ボウル
新井　安子 88歳 北海道・千歳フジボウル 石原　礼子 88歳 東　京・高田馬場グランドボウル 宮尾　ハル子 88歳 千　葉・ボウルアピア柏中央店
佐々木ナカ 88歳 岩　手・盛岡スターレーン 中村　幸子 88歳 岩　手・盛岡スターレーン 片山　栄子 88歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店
須山　益枝 88歳 山　口・防府ゴールデンボール 新城　千代子 88歳 沖　縄・マチナトボウル 染谷　玲子 88歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ
斉藤　登志子 88歳 神奈川・ボウリング王国スポルト横須賀店 瀧山　由美子 88歳 山　口・下関ロイヤルボウル 横山　一子 88歳 鹿児島・サンライトゾーン
永井　慶子 88歳 東　京・東京ポートボウル 宇根　清子 88歳 静　岡・狐ケ崎ヤングランドボウル 沢井　幸子 88歳 北海道・釧路パレスボウル
藤野　絹枝 88歳 群　馬・ラウンドワンスタジアム前橋店

日々健康  笑顔あふれる  ボウリングキャッチフレーズ 優秀作 神奈川・タチバナボウル
徳永　愛梨


