
ファンの皆様へ～選手紹介におけるお願い事項～

●選手はひとりずつ登場し、センターマイクで挨拶を行います。
●挨拶終了後、客席にサイン入りトトまるぬいぐるみを投げ入れます。
●その後、花束ゾーンに移動しますので、お目当ての選手にプレゼントなどお渡しください。
●花束ゾーンではスタッフの指示に従ってください。
●セレモニー中のサイン・１ショット・2ショット撮影は禁止させていただきます。スムーズな式典進行にご協力ください。
●ドリーム戦出場選手インタビューはセンターコート向かって左から１号艇～６号艇の並び順となります。

花束ゾーン

ステージ ビジョン
開門 12：00
セレモニー開始 12：45

挨拶

「3階席からオープニングセレモニーは観覧はできません」

登場順 登場順
1 水野　　望美 選手 27 原田　　佑実 選手
2 大瀧　明日香 選手 28 魚谷　　香織 選手
3 宇野　　弥生 選手 29 土屋　　千明 選手
4 谷川　　里江 選手 30 岩崎　　芳美 選手
5 細川　　裕子 選手 31 香川　　素子 選手
6 金田　　幸子 選手 32 落合　　直子 選手
7 高橋　　淳美 選手 33 堀之内紀代子 選手
8 渡辺　　千草 選手 34 向井　　美鈴 選手
9 角　　ひとみ 選手 35 岸　　　恵子 選手

10 関野　　　文 選手 36 今井　　美亜 選手
11 五反田　　忍 選手 37 平高　　奈菜 選手
12 清水　　沙樹 選手 38 海野　ゆかり 選手
13 深川　麻奈美 選手 39 日高　　逸子 選手
14 津田　　裕絵 選手 40 山川　美由紀 選手
15 新田　　芳美 選手 41 廣中　智紗衣 選手
16 佐々木　裕美 選手 42 塩崎　　桐加 選手
17 土屋　実沙希 選手 43 守屋　　美穂 選手
18 若狭　奈美子 選手 44 松本　　晶恵 選手
19 渡邉　　優美 選手 45 大山　　千広 選手
20 西村　美智子 選手 46 竹井　　奈美 選手
21 樋口　由加里 選手 47 田口　　節子 選手
22 藤崎　小百合 選手 48 中谷　　朋子 選手
23 藤原　　菜希 選手 49 長嶋　　万記 選手
24 中里　　優子 選手 50 遠藤　　エミ 選手
25 川野　　芽唯 選手 51 寺田　　千恵 選手
26 高田　ひかる 選手 52 小野　　生奈 選手

氏名 氏名

観覧ゾーン ※裏面をご参照ください


再登場順

				再 サイ		登場順 トウジョウ ジュン		挨拶順 アイサツ ジュン		登番		氏名		よみかた				再 サイ		登場順 トウジョウ ジュン		挨拶順 アイサツ ジュン		登番		氏名		よみかた

				①		1		10		4927		関野　　　文		せきの　あや				④		27		5		4123		細川　　裕子		ほそかわ　ゆうこ

						2		45		4885		大山　　千広		おおやま　ちひろ						28		41		4117		廣中　智紗衣		ひろなか　ちさえ

						3		26		4804		高田　ひかる		たかだ　ひかる						29		6		4065		金田　　幸子		かなだ　ゆきこ

						4		17		4730		土屋　実沙希		つちや　みさき						30		16		4045		佐々木　裕美		ささき　ひろみ

						5		1		4678		水野　　望美		みずの　のぞみ						31		34		4017		向井　　美鈴		むかい　みすず

						6		23		4627		藤原　　菜希		ふじはら　なつき						32		33		4011		堀之内紀代子		ほりのうち　きよこ

						7		36		4611		今井　　美亜		いまい　みあ				⑤		33		2		3999		大瀧　明日香		おおたき　あすか

						8		19		4590		渡邉　　優美		わたなべ　ゆみ						34		31		3900		香川　　素子		かがわ　もとこ

				②		9		42		4589		塩崎　　桐加		しおざき　ひさか						35		11		3801		五反田　　忍		ごたんだ　しのぶ

						10		46		4556		竹井　　奈美		たけい　なみ						36		35		3674		岸　　　恵子		きし　けいこ

						11		12		4519		清水　　沙樹		しみず　さき						37		38		3618		海野　ゆかり		うんの　ゆかり

						12		21		4501		樋口　由加里		ひぐち　ゆかり						38		30		3611		岩崎　　芳美		いわさき　よしみ

						13		43		4482		守屋　　美穂		もりや　みほ						39		24		3579		中里　　優子		なかさと　ゆうこ

						14		37		4450		平高　　奈菜		ひらたか　なな				⑥		40		15		3470		新田　　芳美		にった　よしみ

						15		13		4447		深川　麻奈美		ふかがわ　まなみ						41		9		3334		角　　ひとみ		すみ　ひとみ

						16		25		4443		津田　　裕絵		つだ　ひろえ						42		4		3302		谷川　　里江		たにかわ　りえ

				③		17		14		4433		川野　　芽唯		かわの　めい						43		7		3289		高橋　　淳美		たかはし　あつみ

						18		44		4399		松本　　晶恵		まつもと　あきえ						44		40		3232		山川　美由紀		やまかわ　みゆき

						19		18		4373		若狭　奈美子		わかさ　なみこ						45		39		3188		日高　　逸子		ひだか　いつこ

						20		27		4372		原田　　佑実		はらだ　ゆみ						46		8		3175		渡辺　　千草		わたなべ　ちぐさ

						21		28		4347		魚谷　　香織		うおたに　かおり				⑦		47		47		4050		田口　　節子		たぐち　せつこ

						22		20		4313		西村　美智子		にしむら　みちこ						48		48		3845		中谷　　朋子		なかたに　ともこ

						23		22		4304		藤崎　小百合		ふじさき　さゆり						49		49		4190		長嶋　　万記		ながしま　まき

						24		32		4289		落合　　直子		おちあい　なおこ						50		50		4502		遠藤　　エミ		えんどう　えみ

				④		25		29		4225		土屋　　千明		つちや　ちあき						51		51		3435		寺田　　千恵		てらだ　ちえ

						26		3		4183		宇野　　弥生		うの　やよい						52		52		4530		小野　　生奈		おの　せいな







L字スタンド

				登場順 トウジョウ ジュン		氏名						登場順 トウジョウ ジュン		氏名						登場順 トウジョウ ジュン		氏名						登場順 トウジョウ ジュン		氏名						登場順 トウジョウ ジュン		氏名

				1		水野　　望美		選手 センシュ				2		大瀧　明日香		選手 センシュ				3		宇野　　弥生		選手 センシュ				4		谷川　　里江		選手 センシュ				5		細川　　裕子		選手 センシュ

				6		金田　　幸子		選手 センシュ				7		高橋　　淳美		選手 センシュ				8		渡辺　　千草		選手 センシュ				9		角　　ひとみ		選手 センシュ				10		関野　　　文		選手 センシュ

				11		五反田　　忍		選手 センシュ				12		清水　　沙樹		選手 センシュ				13		深川　麻奈美		選手 センシュ				14		津田　　裕絵		選手 センシュ				15		新田　　芳美		選手 センシュ

				16		佐々木　裕美		選手 センシュ				17		土屋　実沙希		選手 センシュ				18		若狭　奈美子		選手 センシュ				19		渡邉　　優美		選手 センシュ				20		西村　美智子		選手 センシュ

				21		樋口　由加里		選手 センシュ				22		藤崎　小百合		選手 センシュ				23		藤原　　菜希		選手 センシュ				24		中里　　優子		選手 センシュ				25		川野　　芽唯		選手 センシュ

				26		高田　ひかる		選手 センシュ				27		原田　　佑実		選手 センシュ				28		魚谷　　香織		選手 センシュ				29		土屋　　千明		選手 センシュ				30		岩崎　　芳美		選手 センシュ

				31		香川　　素子		選手 センシュ				32		落合　　直子		選手 センシュ				33		堀之内紀代子		選手 センシュ				34		向井　　美鈴		選手 センシュ				35		岸　　　恵子		選手 センシュ

				36		今井　　美亜		選手 センシュ				37		平高　　奈菜		選手 センシュ				38		海野　ゆかり		選手 センシュ				39		日高　　逸子		選手 センシュ				40		山川　美由紀		選手 センシュ

				41		廣中　智紗衣		選手 センシュ				42		塩崎　　桐加		選手 センシュ				43		守屋　　美穂		選手 センシュ				44		松本　　晶恵		選手 センシュ				45		大山　　千広		選手 センシュ

				46		竹井　　奈美		選手 センシュ				47		田口　　節子		選手 センシュ				48		中谷　　朋子		選手 センシュ				49		長嶋　　万記		選手 センシュ				50		遠藤　　エミ		選手 センシュ

				51		寺田　　千恵		選手 センシュ				52		小野　　生奈		選手 センシュ



						茶谷　　　桜

						西村　　　歩

						倉田　　郁美

						平田　さやか

						片岡　　恵里





ファンシート用

				登場順 トウジョウ ジュン		氏名 シメイ						登場順 トウジョウ ジュン		氏名 シメイ

				1		水野　　望美		選手 センシュ				27		原田　　佑実		選手 センシュ

				2		大瀧　明日香		選手 センシュ				28		魚谷　　香織		選手 センシュ

				3		宇野　　弥生		選手 センシュ				29		土屋　　千明		選手 センシュ

				4		谷川　　里江		選手 センシュ				30		岩崎　　芳美		選手 センシュ

				5		細川　　裕子		選手 センシュ				31		香川　　素子		選手 センシュ

				6		金田　　幸子		選手 センシュ				32		落合　　直子		選手 センシュ

				7		高橋　　淳美		選手 センシュ				33		堀之内紀代子		選手 センシュ

				8		渡辺　　千草		選手 センシュ				34		向井　　美鈴		選手 センシュ

				9		角　　ひとみ		選手 センシュ				35		岸　　　恵子		選手 センシュ

				10		関野　　　文		選手 センシュ				36		今井　　美亜		選手 センシュ

				11		五反田　　忍		選手 センシュ				37		平高　　奈菜		選手 センシュ

				12		清水　　沙樹		選手 センシュ				38		海野　ゆかり		選手 センシュ

				13		深川　麻奈美		選手 センシュ				39		日高　　逸子		選手 センシュ

				14		津田　　裕絵		選手 センシュ				40		山川　美由紀		選手 センシュ

				15		新田　　芳美		選手 センシュ				41		廣中　智紗衣		選手 センシュ

				16		佐々木　裕美		選手 センシュ				42		塩崎　　桐加		選手 センシュ

				17		土屋　実沙希		選手 センシュ				43		守屋　　美穂		選手 センシュ

				18		若狭　奈美子		選手 センシュ				44		松本　　晶恵		選手 センシュ

				19		渡邉　　優美		選手 センシュ				45		大山　　千広		選手 センシュ

				20		西村　美智子		選手 センシュ				46		竹井　　奈美		選手 センシュ

				21		樋口　由加里		選手 センシュ				47		田口　　節子		選手 センシュ

				22		藤崎　小百合		選手 センシュ				48		中谷　　朋子		選手 センシュ

				23		藤原　　菜希		選手 センシュ				49		長嶋　　万記		選手 センシュ

				24		中里　　優子		選手 センシュ				50		遠藤　　エミ		選手 センシュ

				25		川野　　芽唯		選手 センシュ				51		寺田　　千恵		選手 センシュ

				26		高田　ひかる		選手 センシュ				52		小野　　生奈		選手 センシュ



























































出場順確認

				Ladies and Gentlemen,Boatrace Gamagori
33rd  LADIES CHANPIONSHIP ,the show will begin soon

				登場順 トウジョウ ジュン		登番		氏名		よみかた		ローマ字 ジ		支部		勝率		備考		優先出場・順位 ジュンイ

				1		4678		水野　　望美		みずの　のぞみ		NOZOMI MIZUNO		愛　知		5.69				44

				2		3999		大瀧　明日香		おおたき　あすか		ASUKA OTAKI		愛　知		5.79				39

				3		4183		宇野　　弥生		うの　やよい		YAYOI UNO		愛　知		5.82				37

				4		3302		谷川　　里江		たにかわ　りえ		RIE TANIKAWA		愛　知		5.82				36

				5		4123		細川　　裕子		ほそかわ　ゆうこ		YUKO HOSOKAWA		愛　知		6.42				21

				6		4065		金田　　幸子		かなだ　ゆきこ		YUKIKO　KANADA		岡　山		5.32		戸田（平成30年12月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				7		3289		高橋　　淳美		たかはし　あつみ		ATSUMI TAKAHASHI		大　阪		5.46				52

				8		3175		渡辺　　千草		わたなべ　ちぐさ		CHIGUSA WATANABE		東　京		5.46				51

				9		3334		角　　ひとみ		すみ　ひとみ		HITOMI SUMI		広　島		5.55				50

				10		4927		関野　　　文		せきの　あや		AYA SEKINO		大　阪		5.57				49

				11		3801		五反田　　忍		ごたんだ　しのぶ		SHINOBU GOTANDA		大　阪		5.58				48

				12		4519		清水　　沙樹		しみず　さき		SAKI SHIMIZU		東　京		5.60				47

				13		4447		深川　麻奈美		ふかがわ　まなみ		MANAMI FUKAGAWA		福　岡		5.61				46

				14		4443		津田　　裕絵		つだ　ひろえ		HIROE TSUDA		山　口		5.66		多摩川（平成30年11月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				15		3470		新田　　芳美		にった　よしみ		YOSHIMI NITTA		徳　島		5.67				45

				16		4045		佐々木　裕美		ささき　ひろみ		HIROMI SASAKI		山　口		5.69				43

				17		4730		土屋　実沙希		つちや　みさき		MISAKI TSUCHIYA		静　岡		5.74				42

				18		4373		若狭　奈美子		わかさ　なみこ		NAMIKO WAKASA 		岡　山		5.77				41

				19		4590		渡邉　　優美		わたなべ　ゆみ		YUMI WATANABE		福　岡		5.78				40

				20		4313		西村　美智子		にしむら　みちこ		MICHIKO NISHIMURA		香　川		5.79				38

				21		4501		樋口　由加里		ひぐち　ゆかり		YUKARI HIGUCHI		岡　山		5.84				35

				22		4304		藤崎　小百合		ふじさき　さゆり		SAYURI FUJISAKI		福　岡		5.89				34

				23		4627		藤原　　菜希		ふじわら　なつき		NATSUKI FUJIWARA		東　京		5.90		大村（平成31年3月）
平和島（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				24		3579		中里　　優子		なかさと　ゆうこ		YUKO NAKASATO		埼　玉		5.99				33

				25		4433		川野　　芽唯		かわの　めい		MEI KAWANO		福　岡		5.99				32

				26		4804		高田　ひかる		たかだ　ひかる		HIKARU TAKADA		三　重		6.02				31

				27		4372		原田　　佑実		はらだ　ゆみ		YUMI HARADA		大　阪		6.04				30

				28		4347		魚谷　　香織		うおたに　かおり		KAORI UOTANI		福　岡		6.08				29

				29		4225		土屋　　千明		つちや　ちあき		CHIAKI TSUCHIYA		群　馬		6.09				28

				30		3611		岩崎　　芳美		いわさき　よしみ		YOSHIMI IWASAKI		徳　島		6.09				27

				31		3900		香川　　素子		かがわ　もとこ		MOTOKO KAGAWA		滋　賀		6.11				26

				32		4289		落合　　直子		おちあい　なおこ		NAOKO OCHIAI		大　阪		6.14				25

				33		4011		堀之内紀代子		ほりのうち　きよこ		KIYOKO HORINOUCHI		岡　山		6.18				24

				34		4017		向井　　美鈴		むかい　みすず		MISUZU MUKAI		山　口		6.23				23

				35		3674		岸　　　恵子		きし　けいこ		KEIKO KISHI		徳　島		6.33				22

				36		4611		今井　　美亜		いまい　みあ		MIA IMAI		福　井		6.51		宮島（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				37		4450		平高　　奈菜		ひらたか　なな		NANA HIRATAKA		香　川		6.55		住之江（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				38		3618		海野　ゆかり		うんの　ゆかり		YUKARI UNNO		広　島		6.69		徳山（平成30年8月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				39		3188		日高　　逸子		ひだか　いつこ		ITSUKO　HIDAKA		福　岡		6.69		福岡（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				40		3232		山川　美由紀		やまかわ　みゆき		MIYUKI YAMAKAWA		香　川		6.71		丸亀（平成30年12月）
鳴門（平成31年1月）		前年度優勝者

				41		4117		廣中　智紗衣		ひろなか　ちさえ		CHISAE HIRONAKA		東　京		6.74				20

				42		4589		塩崎　　桐加		しおざき　ひさか		HISAKA SHIOZAKI		三　重		6.74				19

				43		4482		守屋　　美穂		もりや　みほ		MIHO MORIYA		岡　山		6.77				18

				44		4399		松本　　晶恵		まつもと　あきえ		AKIE MATSUMOTO		群　馬		6.89		びわこ（令和元年5月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				45		4885		大山　　千広		おおやま　ちひろ		CHIHIRO OYAMA		福　岡		6.89		児島（平成30年11月）
鳴門（令和元年5月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				46		4556		竹井　　奈美		たけい　なみ		NAMI TAKEI		福　岡		6.91				17

				47		4050		田口　　節子		たぐち　せつこ		SETSUKO TAGUCHI		岡　山		6.94		芦屋（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				48		3845		中谷　　朋子		なかたに　ともこ		TOMOKO NAKATANI		兵　庫		6.99		尼崎（平成30年8月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				49		4190		長嶋　　万記		ながしま　まき		MAKI NAGASHIMA		静　岡		7.15		津（平成30年8月）
常滑（平成30年9月）
蒲郡（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				50		4502		遠藤　　エミ		えんどう　えみ		EMI ENDO		滋　賀		7.20		江戸川（平成30年9月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				51		3435		寺田　　千恵		てらだ　ちえ		CHIE TERADA		岡　山		7.37		住之江（平成31年2月）
下関（令和元年5月）		レディースオールスター優勝者

				52		4530		小野　　生奈		おの　せいな		SEINA ONO		福　岡		7.38		若松（平成30年9月）
浜名湖（平成31年1月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ



						3994		茶谷　　　桜		ちゃたに　さくら		SAKURA CHYATANI		滋　賀		5.40				予備1

						4243		西村　　　歩		にしむら　あゆみ		AYUMI NISIMURA		大　阪		5.38				予備2

						3518		倉田　　郁美		くらた　いくみ		IKUMI KURATA		静　岡		5.35				予備3

						4286		平田　さやか		ひらた　さやか		SAYAKA HIRATA		東　京		5.34				予備4

						4014		片岡　　恵里		かたおか　えり		ERI KATAOKA		山　口		5.33				予備5





選手一覧

				優先出場・順位 ジュンイ		登番		氏名		支部		出身地		勝率		事故率		着順点合計点 ゴウケイ テン		出場回数 カイスウ		備考

				前年度優勝者		3232		山川　美由紀		香　川		香　川		6.71		0		1,611		242		丸亀（平成30年12月）
鳴門（平成31年1月）

				レディースオールスター優勝者		3435		寺田　　千恵		岡　山		福　岡		7.37		0		2,071		281		住之江（平成31年2月）
下関（令和元年5月）

				オールレディース競争の優勝者 キョウソウ ユウショウシャ		4530		小野　　生奈		福　岡		福　岡		7.38		0.07		2,243		307		若松（平成30年9月）
浜名湖（平成31年1月）

						4502		遠藤　　エミ		滋　賀		滋　賀		7.2		0.14		1,944		271		江戸川（平成30年9月）

						4190		長嶋　　万記		静　岡		静　岡		7.15		0.17		1,937		273		津（平成30年8月）
常滑（平成30年9月）
蒲郡（平成30年10月）

						3845		中谷　　朋子		兵　庫		兵　庫		6.99		0.17		1,607		230		尼崎（平成30年8月）

						4050		田口　　節子		岡　山		岡　山		6.94		0.14		1,632		235		芦屋（平成31年4月）

						4885		大山　　千広		福　岡		福　岡		6.89		0.04		2,011		294		児島（平成30年11月）
鳴門（令和元年5月）

						4399		松本　　晶恵		群　馬		群　馬		6.89		0.09		1,701		247		びわこ（令和元年5月）

						3188		日高　　逸子		福　岡		宮　崎		6.69		0.11		2,187		329		福岡（平成30年10月）

						3618		海野　ゆかり		広　島		広　島		6.69		0.12		1,793		269		徳山（平成30年8月）

						4450		平高　　奈菜		香　川		愛　媛		6.55		0.01		1,054		163		住之江（平成31年4月）

						4611		今井　　美亜		福　井		富　山		6.51		0.01		1,881		290		宮島（平成30年10月）

						4627		藤原　　菜希		東　京		大　阪		5.9		0.35		1,574		268		大村（平成31年3月）
平和島（平成31年4月）

						4443		津田　　裕絵		山　口		山　口		5.66		0.09		1,674		296		多摩川（平成30年11月）

						4065		金田　　幸子		岡　山		岡　山		5.32		0.35		873		166		戸田（平成30年12月）

				17		4556		竹井　　奈美		福　岡		福　岡		6.91		0.24		1,782		258

				18		4482		守屋　　美穂		岡　山		岡　山		6.77		0.01		1,976		293

				19		4589		塩崎　　桐加		三　重		三　重		6.74		0.26		1,639		243

				20		4117		廣中　智紗衣		東　京		愛　知		6.74		0.1		1,577		236

				21		4123		細川　　裕子		愛　知		愛　知		6.42		0.31		1,290		203

				22		3674		岸　　　恵子		徳　島		徳　島		6.33		0.09		1,754		277

				23		4017		向井　　美鈴		山　口		山　口		6.23		0.12		1,658		267

				24		4011		堀之内紀代子		岡　山		岡　山		6.18		0.18		1,515		245

				25		4289		落合　　直子		大　阪		大　阪		6.14		0.08		1,590		259

				26		3900		香川　　素子		滋　賀		大　阪		6.11		0.13		1,667		276

				27		3611		岩崎　　芳美		徳　島		熊　本		6.09		0.2		1,456		240

				28		4225		土屋　　千明		群　馬		群　馬		6.09		0.2		1,261		209

				29		4347		魚谷　　香織		福　岡		山　口		6.08		0		724		119

				30		4372		原田　　佑実		大　阪		愛　知		6.04		0.09		1,287		214

				31		4804		高田　ひかる		三　重		三　重		6.02		0.33		1,318		219

				32		4433		川野　　芽唯		福　岡		福　岡		5.99		0.3		1,437		240

				33		3579		中里　　優子		埼　玉		東　京		5.99		0.23		1,354		227

				34		4304		藤崎　小百合		福　岡		鹿児島		5.89		0.21		1,254		219

				35		4501		樋口　由加里		岡　山		岡　山		5.84		0.24		1,274		218

				36		3302		谷川　　里江		愛　知		愛　知		5.82		0.11		1,829		317

				37		4183		宇野　　弥生		愛　知		埼　玉		5.82		0.07		1,794		309

				38		4313		西村　美智子		香　川		香　川		5.79		0.1		1,436		249

				39		3999		大瀧　明日香		愛　知		静　岡		5.79		0.27		1,124		196

				40		4590		渡邉　　優美		福　岡		福　岡		5.78		0.24		1,392		241

				41		4373		若狭　奈美子		岡　山		岡　山		5.77		0.2		1,384		240

				42		4730		土屋　実沙希		静　岡		静　岡		5.74		0.32		1,206		210

				43		4045		佐々木　裕美		山　口		山　口		5.69		0.01		1,519		269

				44		4678		水野　　望美		愛　知		愛　知		5.69		0.03		1,224		215

				45		3470		新田　　芳美		徳　島		徳　島		5.67		0.18		1,145		202

				46		4447		深川　麻奈美		福　岡		熊　本		5.61		0.3		1,223		218

				47		4519		清水　　沙樹		東　京		千　葉		5.6		0.18		1,075		193

				48		3801		五反田　　忍		大　阪		大　阪		5.58		0.02		1,467		263

				49		4927		関野　　　文		大　阪		大　阪		5.57		0.1		1,186		214

				50		3334		角　　ひとみ		広　島		広　島		5.55		0.16		1,455		262

				51		3175		渡辺　　千草		東　京		神奈川		5.46		0.21		1,381		254

				52		3289		高橋　　淳美		大　阪		岡　山		5.46		0.09		1,306		240



				予備1		3994		茶谷　　　桜		滋　賀		東　京		5.4		0.06		1,470		272

				予備2		4243		西村　　　歩		大　阪		大　阪		5.38		0.13		909		169

				予備3		3518		倉田　　郁美		静　岡		愛　知		5.35		0.02		1,144		216

				予備4		4286		平田　さやか		東　京		東　京		5.34		0.15		1,405		265

				予備5		4014		片岡　　恵里		山　口		岡　山		5.33		0.1		1,115		209

				予備6		3474		松瀬　　弘美		静　岡		静　岡		5.33		0.26		1,039		196

				予備7		4825		倉持　　莉々		東　京		茨　城		5.29		0.38		857		162

				予備8		4349		犬童　　千秋		福　岡		宮　崎		5.26		0.04		1,178		225

				予備9		4726		島田　なぎさ		埼　玉		埼　玉		5.25		0.08		829		158

				予備10		4569		中澤　　宏奈		東　京		東　京		5.13		0.28		924		183





選手一覧 (写真有無)

				優先出場・順位 ジュンイ		登番		氏名		下関女子 シモノセキジョシ		平和島 ヘイワジマ		ピット写真 シャシン		住之江 スミノエ		正面 ショウメン

				1		3232		山川　美由紀						〇				〇

				2		3435		寺田　　千恵		〇				〇				〇

				3		4530		小野　　生奈						〇				〇

				4		4502		遠藤　　エミ						〇				〇

				5		4190		長嶋　　万記						〇				〇

				6		3845		中谷　　朋子						〇		〇

				7		4050		田口　　節子				〇		〇				〇

				8		4885		大山　　千広						〇		〇		〇

				9		4399		松本　　晶恵						〇				〇

				10		3188		日高　　逸子						〇				〇

				11		3618		海野　ゆかり		〇				〇				〇

				12		4450		平高　　奈菜								〇

				13		4611		今井　　美亜						〇				〇

				14		4627		藤原　　菜希				〇

				15		4443		津田　　裕絵		〇								〇

				16		4065		金田　　幸子		〇

				17		4556		竹井　　奈美						〇				〇

				18		4482		守屋　　美穂				〇		〇				〇

				19		4589		塩崎　　桐加				〇		〇

				20		4117		廣中　智紗衣				〇						〇

				21		4123		細川　　裕子				〇		〇				〇

				22		3674		岸　　　恵子										〇

				23		4017		向井　　美鈴		〇						〇

				24		4011		堀之内紀代子				〇

				25		4289		落合　　直子						〇		〇		〇

				26		3900		香川　　素子						〇		〇

				27		3611		岩崎　　芳美		〇						〇

				28		4225		土屋　　千明						〇				〇

				29		4347		魚谷　　香織		〇		〇

				30		4372		原田　　佑実

				31		4804		高田　ひかる		〇		〇		〇

				32		4433		川野　　芽唯

				33		3579		中里　　優子		〇

				34		4304		藤崎　小百合		〇				〇				〇

				35		4501		樋口　由加里						〇		〇		〇

				36		3302		谷川　　里江

				37		4183		宇野　　弥生						〇				〇

				38		4313		西村　美智子				〇		〇				〇

				39		3999		大瀧　明日香

				40		4590		渡邉　　優美

				41		4373		若狭　奈美子								〇

				42		4730		土屋　実沙希				〇		〇				〇

				43		4045		佐々木　裕美		〇				〇				〇

				44		4678		水野　　望美						〇				〇

				45		3470		新田　　芳美		〇				〇				〇

				46		4447		深川　麻奈美						〇		〇		〇

				47		4519		清水　　沙樹				〇		〇				〇

				48		3801		五反田　　忍								〇

				49		4927		関野　　　文						〇		〇		〇

				50		3334		角　　ひとみ								〇

				51		3175		渡辺　　千草		〇						〇

				52		3289		高橋　　淳美		〇

				予備1		3994		茶谷　　　桜

				予備10		4569		中澤　　宏奈				〇

				予備2		4243		西村　　　歩						〇		〇

				予備3		3518		倉田　　郁美

				予備4		4286		平田　さやか				〇

				予備5		4014		片岡　　恵里		〇						〇

				予備6		3474		松瀬　　弘美								〇

				予備7		4825		倉持　　莉々						〇				〇

				予備8		4349		犬童　　千秋

				予備9		4726		島田　なぎさ						〇				〇





登場順

		登場順 トウジョウ ジュン		登録番号 トウロク バンゴウ		氏　名 シ メイ		フリガナ				登場順 トウジョウ ジュン		登録番号 トウロク バンゴウ		氏　名 シ メイ		フリガナ

		1										27

		2										28

		3										29

		4										30

		5										31

		6										32

		7										33

		8										34

		9										35

		10										36

		11										37

		12										38

		13										39

		14										40

		15										41

		16										42

		17										43

		18										44

		19										45

		20										46

		21										47

		22										48

		23										49

		24										50

		25										51

		26										52



































ファンシート

		花束ゾーンＡ ハナタバ								花束ゾーンＢ ハナタバ



		登場順 トウジョウ ジュン		選手名 センシュメイ						登場順 トウジョウ ジュン		選手名 センシュメイ

		1				選手 センシュ				8				選手 センシュ

		2				選手 センシュ				9				選手 センシュ

		3				選手 センシュ				10				選手 センシュ

		4				選手 センシュ				11				選手 センシュ

		5				選手 センシュ				12				選手 センシュ

		6				選手 センシュ				13				選手 センシュ

		7				選手 センシュ				14				選手 センシュ



		15				選手 センシュ				22				選手 センシュ

		16				選手 センシュ				23				選手 センシュ

		17				選手 センシュ				24				選手 センシュ

		18				選手 センシュ				25				選手 センシュ

		19				選手 センシュ				26				選手 センシュ

		20				選手 センシュ				27				選手 センシュ

		21				選手 センシュ				28				選手 センシュ



		29				選手 センシュ				35				選手 センシュ

		30				選手 センシュ				36				選手 センシュ

		31				選手 センシュ				37				選手 センシュ

		32				選手 センシュ				38				選手 センシュ

		33				選手 センシュ				39				選手 センシュ

		34				選手 センシュ				40				選手 センシュ



		41				選手 センシュ				47				選手 センシュ

		42				選手 センシュ				48				選手 センシュ

		43				選手 センシュ				49				選手 センシュ

		44				選手 センシュ				50				選手 センシュ

		45				選手 センシュ				51				選手 センシュ

		46				選手 センシュ				52				選手 センシュ







ファンの皆様へ～選手紹介におけるお願い事項～

G F E D C B A

花束ゾーン

選
手

選
手

選
手

選
手

選
手

選
手

選
手

登場順
1 水野　　望美 選手
8 渡辺　　千草 選手
15 新田　　芳美 選手
22 藤崎　小百合 選手
29 土屋　　千明 選手
36 今井　　美亜 選手
43 守屋　　美穂 選手
50 遠藤　　エミ 選手

A

氏名

登場順
2 大瀧　明日香 選手
9 角　　ひとみ 選手
16 佐々木　裕美 選手
23 藤原　　菜希 選手
30 岩崎　　芳美 選手
37 平高　　奈菜 選手
44 松本　　晶恵 選手
51 寺田　　千恵 選手

B

氏名

登場順
3 宇野　　弥生 選手
10 関野　　　文 選手
17 土屋　実沙希 選手
24 中里　　優子 選手
31 香川　　素子 選手
38 海野　ゆかり 選手
45 大山　　千広 選手
52 小野　　生奈 選手

C

氏名

選手は指定ブロック机で対応いたします。
お目当ての選手の位置をご確認ください。

登場順
4 谷川　　里江 選手
11 五反田　　忍 選手
18 若狭　奈美子 選手
25 川野　　芽唯 選手
32 落合　　直子 選手
39 日高　　逸子 選手
46 竹井　　奈美 選手

D

氏名

登場順
5 細川　　裕子 選手
12 清水　　沙樹 選手
19 渡邉　　優美 選手
26 高田　ひかる 選手
33 堀之内紀代子 選手
40 山川　美由紀 選手
47 田口　　節子 選手

E

氏名

登場順
6 金田　　幸子 選手
13 深川　麻奈美 選手
20 西村　美智子 選手
27 原田　　佑実 選手
34 向井　　美鈴 選手
41 廣中　智紗衣 選手
48 中谷　　朋子 選手

氏名

F

登場順
7 高橋　　淳美 選手
14 津田　　裕絵 選手
21 樋口　由加里 選手
28 魚谷　　香織 選手
35 岸　　　恵子 選手
42 塩崎　　桐加 選手
49 長嶋　　万記 選手

氏名

G


再登場順

				再 サイ		登場順 トウジョウ ジュン		挨拶順 アイサツ ジュン		登番		氏名		よみかた				再 サイ		登場順 トウジョウ ジュン		挨拶順 アイサツ ジュン		登番		氏名		よみかた

				①		1		10		4927		関野　　　文		せきの　あや				④		27		5		4123		細川　　裕子		ほそかわ　ゆうこ

						2		45		4885		大山　　千広		おおやま　ちひろ						28		41		4117		廣中　智紗衣		ひろなか　ちさえ

						3		26		4804		高田　ひかる		たかだ　ひかる						29		6		4065		金田　　幸子		かなだ　ゆきこ

						4		17		4730		土屋　実沙希		つちや　みさき						30		16		4045		佐々木　裕美		ささき　ひろみ

						5		1		4678		水野　　望美		みずの　のぞみ						31		34		4017		向井　　美鈴		むかい　みすず

						6		23		4627		藤原　　菜希		ふじはら　なつき						32		33		4011		堀之内紀代子		ほりのうち　きよこ

						7		36		4611		今井　　美亜		いまい　みあ				⑤		33		2		3999		大瀧　明日香		おおたき　あすか

						8		19		4590		渡邉　　優美		わたなべ　ゆみ						34		31		3900		香川　　素子		かがわ　もとこ

				②		9		42		4589		塩崎　　桐加		しおざき　ひさか						35		11		3801		五反田　　忍		ごたんだ　しのぶ

						10		46		4556		竹井　　奈美		たけい　なみ						36		35		3674		岸　　　恵子		きし　けいこ

						11		12		4519		清水　　沙樹		しみず　さき						37		38		3618		海野　ゆかり		うんの　ゆかり

						12		21		4501		樋口　由加里		ひぐち　ゆかり						38		30		3611		岩崎　　芳美		いわさき　よしみ

						13		43		4482		守屋　　美穂		もりや　みほ						39		24		3579		中里　　優子		なかさと　ゆうこ

						14		37		4450		平高　　奈菜		ひらたか　なな				⑥		40		15		3470		新田　　芳美		にった　よしみ

						15		13		4447		深川　麻奈美		ふかがわ　まなみ						41		9		3334		角　　ひとみ		すみ　ひとみ

						16		25		4443		津田　　裕絵		つだ　ひろえ						42		4		3302		谷川　　里江		たにかわ　りえ

				③		17		14		4433		川野　　芽唯		かわの　めい						43		7		3289		高橋　　淳美		たかはし　あつみ

						18		44		4399		松本　　晶恵		まつもと　あきえ						44		40		3232		山川　美由紀		やまかわ　みゆき

						19		18		4373		若狭　奈美子		わかさ　なみこ						45		39		3188		日高　　逸子		ひだか　いつこ

						20		27		4372		原田　　佑実		はらだ　ゆみ						46		8		3175		渡辺　　千草		わたなべ　ちぐさ

						21		28		4347		魚谷　　香織		うおたに　かおり				⑦		47		47		4050		田口　　節子		たぐち　せつこ

						22		20		4313		西村　美智子		にしむら　みちこ						48		48		3845		中谷　　朋子		なかたに　ともこ

						23		22		4304		藤崎　小百合		ふじさき　さゆり						49		49		4190		長嶋　　万記		ながしま　まき

						24		32		4289		落合　　直子		おちあい　なおこ						50		50		4502		遠藤　　エミ		えんどう　えみ

				④		25		29		4225		土屋　　千明		つちや　ちあき						51		51		3435		寺田　　千恵		てらだ　ちえ

						26		3		4183		宇野　　弥生		うの　やよい						52		52		4530		小野　　生奈		おの　せいな







L字スタンド

						登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名

				A		1		水野　　望美		選手 センシュ				B		2		大瀧　明日香		選手 センシュ				C		3		宇野　　弥生		選手 センシュ				D		4		谷川　　里江		選手 センシュ				E		5		細川　　裕子		選手 センシュ				F		6		金田　　幸子		選手 センシュ				G		7		高橋　　淳美		選手 センシュ

						8		渡辺　　千草		選手 センシュ						9		角　　ひとみ		選手 センシュ						10		関野　　　文		選手 センシュ						11		五反田　　忍		選手 センシュ						12		清水　　沙樹		選手 センシュ						13		深川　麻奈美		選手 センシュ						14		津田　　裕絵		選手 センシュ

						15		新田　　芳美		選手 センシュ						16		佐々木　裕美		選手 センシュ						17		土屋　実沙希		選手 センシュ						18		若狭　奈美子		選手 センシュ						19		渡邉　　優美		選手 センシュ						20		西村　美智子		選手 センシュ						21		樋口　由加里		選手 センシュ

						22		藤崎　小百合		選手 センシュ						23		藤原　　菜希		選手 センシュ						24		中里　　優子		選手 センシュ						25		川野　　芽唯		選手 センシュ						26		高田　ひかる		選手 センシュ						27		原田　　佑実		選手 センシュ						28		魚谷　　香織		選手 センシュ

						29		土屋　　千明		選手 センシュ						30		岩崎　　芳美		選手 センシュ						31		香川　　素子		選手 センシュ						32		落合　　直子		選手 センシュ						33		堀之内紀代子		選手 センシュ						34		向井　　美鈴		選手 センシュ						35		岸　　　恵子		選手 センシュ

						36		今井　　美亜		選手 センシュ						37		平高　　奈菜		選手 センシュ						38		海野　ゆかり		選手 センシュ						39		日高　　逸子		選手 センシュ						40		山川　美由紀		選手 センシュ						41		廣中　智紗衣		選手 センシュ						42		塩崎　　桐加		選手 センシュ

						43		守屋　　美穂		選手 センシュ						44		松本　　晶恵		選手 センシュ						45		大山　　千広		選手 センシュ						46		竹井　　奈美		選手 センシュ						47		田口　　節子		選手 センシュ						48		中谷　　朋子		選手 センシュ						49		長嶋　　万記		選手 センシュ

						50		遠藤　　エミ		選手 センシュ						51		寺田　　千恵		選手 センシュ						52		小野　　生奈		選手 センシュ



















								茶谷　　　桜

								西村　　　歩

								倉田　　郁美

								平田　さやか

								片岡　　恵里





ファンシート用

				登場順 トウジョウ ジュン		氏名 シメイ						登場順 トウジョウ ジュン		氏名 シメイ

				1		水野　　望美		選手 センシュ				27		原田　　佑実		選手 センシュ

				2		大瀧　明日香		選手 センシュ				28		魚谷　　香織		選手 センシュ

				3		宇野　　弥生		選手 センシュ				29		土屋　　千明		選手 センシュ

				4		谷川　　里江		選手 センシュ				30		岩崎　　芳美		選手 センシュ

				5		細川　　裕子		選手 センシュ				31		香川　　素子		選手 センシュ

				6		金田　　幸子		選手 センシュ				32		落合　　直子		選手 センシュ

				7		高橋　　淳美		選手 センシュ				33		堀之内紀代子		選手 センシュ

				8		渡辺　　千草		選手 センシュ				34		向井　　美鈴		選手 センシュ

				9		角　　ひとみ		選手 センシュ				35		岸　　　恵子		選手 センシュ

				10		関野　　　文		選手 センシュ				36		今井　　美亜		選手 センシュ

				11		五反田　　忍		選手 センシュ				37		平高　　奈菜		選手 センシュ

				12		清水　　沙樹		選手 センシュ				38		海野　ゆかり		選手 センシュ

				13		深川　麻奈美		選手 センシュ				39		日高　　逸子		選手 センシュ

				14		津田　　裕絵		選手 センシュ				40		山川　美由紀		選手 センシュ

				15		新田　　芳美		選手 センシュ				41		廣中　智紗衣		選手 センシュ

				16		佐々木　裕美		選手 センシュ				42		塩崎　　桐加		選手 センシュ

				17		土屋　実沙希		選手 センシュ				43		守屋　　美穂		選手 センシュ

				18		若狭　奈美子		選手 センシュ				44		松本　　晶恵		選手 センシュ

				19		渡邉　　優美		選手 センシュ				45		大山　　千広		選手 センシュ

				20		西村　美智子		選手 センシュ				46		竹井　　奈美		選手 センシュ

				21		樋口　由加里		選手 センシュ				47		田口　　節子		選手 センシュ

				22		藤崎　小百合		選手 センシュ				48		中谷　　朋子		選手 センシュ

				23		藤原　　菜希		選手 センシュ				49		長嶋　　万記		選手 センシュ

				24		中里　　優子		選手 センシュ				50		遠藤　　エミ		選手 センシュ

				25		川野　　芽唯		選手 センシュ				51		寺田　　千恵		選手 センシュ

				26		高田　ひかる		選手 センシュ				52		小野　　生奈		選手 センシュ



























































出場順確認

				Ladies and Gentlemen,Boatrace Gamagori
33rd  LADIES CHANPIONSHIP ,the show will begin soon

				登場順 トウジョウ ジュン		登番		氏名		よみかた		ローマ字 ジ		支部		勝率		備考		優先出場・順位 ジュンイ

				1		4678		水野　　望美		みずの　のぞみ		NOZOMI MIZUNO		愛　知		5.69				44

				2		3999		大瀧　明日香		おおたき　あすか		ASUKA OTAKI		愛　知		5.79				39

				3		4183		宇野　　弥生		うの　やよい		YAYOI UNO		愛　知		5.82				37

				4		3302		谷川　　里江		たにかわ　りえ		RIE TANIKAWA		愛　知		5.82				36

				5		4123		細川　　裕子		ほそかわ　ゆうこ		YUKO HOSOKAWA		愛　知		6.42				21

				6		4065		金田　　幸子		かなだ　ゆきこ		YUKIKO　KANADA		岡　山		5.32		戸田（平成30年12月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				7		3289		高橋　　淳美		たかはし　あつみ		ATSUMI TAKAHASHI		大　阪		5.46				52

				8		3175		渡辺　　千草		わたなべ　ちぐさ		CHIGUSA WATANABE		東　京		5.46				51

				9		3334		角　　ひとみ		すみ　ひとみ		HITOMI SUMI		広　島		5.55				50

				10		4927		関野　　　文		せきの　あや		AYA SEKINO		大　阪		5.57				49

				11		3801		五反田　　忍		ごたんだ　しのぶ		SHINOBU GOTANDA		大　阪		5.58				48

				12		4519		清水　　沙樹		しみず　さき		SAKI SHIMIZU		東　京		5.60				47

				13		4447		深川　麻奈美		ふかがわ　まなみ		MANAMI FUKAGAWA		福　岡		5.61				46

				14		4443		津田　　裕絵		つだ　ひろえ		HIROE TSUDA		山　口		5.66		多摩川（平成30年11月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				15		3470		新田　　芳美		にった　よしみ		YOSHIMI NITTA		徳　島		5.67				45

				16		4045		佐々木　裕美		ささき　ひろみ		HIROMI SASAKI		山　口		5.69				43

				17		4730		土屋　実沙希		つちや　みさき		MISAKI TSUCHIYA		静　岡		5.74				42

				18		4373		若狭　奈美子		わかさ　なみこ		NAMIKO WAKASA 		岡　山		5.77				41

				19		4590		渡邉　　優美		わたなべ　ゆみ		YUMI WATANABE		福　岡		5.78				40

				20		4313		西村　美智子		にしむら　みちこ		MICHIKO NISHIMURA		香　川		5.79				38

				21		4501		樋口　由加里		ひぐち　ゆかり		YUKARI HIGUCHI		岡　山		5.84				35

				22		4304		藤崎　小百合		ふじさき　さゆり		SAYURI FUJISAKI		福　岡		5.89				34

				23		4627		藤原　　菜希		ふじわら　なつき		NATSUKI FUJIWARA		東　京		5.90		大村（平成31年3月）
平和島（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				24		3579		中里　　優子		なかさと　ゆうこ		YUKO NAKASATO		埼　玉		5.99				33

				25		4433		川野　　芽唯		かわの　めい		MEI KAWANO		福　岡		5.99				32

				26		4804		高田　ひかる		たかだ　ひかる		HIKARU TAKADA		三　重		6.02				31

				27		4372		原田　　佑実		はらだ　ゆみ		YUMI HARADA		大　阪		6.04				30

				28		4347		魚谷　　香織		うおたに　かおり		KAORI UOTANI		福　岡		6.08				29

				29		4225		土屋　　千明		つちや　ちあき		CHIAKI TSUCHIYA		群　馬		6.09				28

				30		3611		岩崎　　芳美		いわさき　よしみ		YOSHIMI IWASAKI		徳　島		6.09				27

				31		3900		香川　　素子		かがわ　もとこ		MOTOKO KAGAWA		滋　賀		6.11				26

				32		4289		落合　　直子		おちあい　なおこ		NAOKO OCHIAI		大　阪		6.14				25

				33		4011		堀之内紀代子		ほりのうち　きよこ		KIYOKO HORINOUCHI		岡　山		6.18				24

				34		4017		向井　　美鈴		むかい　みすず		MISUZU MUKAI		山　口		6.23				23

				35		3674		岸　　　恵子		きし　けいこ		KEIKO KISHI		徳　島		6.33				22

				36		4611		今井　　美亜		いまい　みあ		MIA IMAI		福　井		6.51		宮島（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				37		4450		平高　　奈菜		ひらたか　なな		NANA HIRATAKA		香　川		6.55		住之江（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				38		3618		海野　ゆかり		うんの　ゆかり		YUKARI UNNO		広　島		6.69		徳山（平成30年8月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				39		3188		日高　　逸子		ひだか　いつこ		ITSUKO　HIDAKA		福　岡		6.69		福岡（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				40		3232		山川　美由紀		やまかわ　みゆき		MIYUKI YAMAKAWA		香　川		6.71		丸亀（平成30年12月）
鳴門（平成31年1月）		前年度優勝者

				41		4117		廣中　智紗衣		ひろなか　ちさえ		CHISAE HIRONAKA		東　京		6.74				20

				42		4589		塩崎　　桐加		しおざき　ひさか		HISAKA SHIOZAKI		三　重		6.74				19

				43		4482		守屋　　美穂		もりや　みほ		MIHO MORIYA		岡　山		6.77				18

				44		4399		松本　　晶恵		まつもと　あきえ		AKIE MATSUMOTO		群　馬		6.89		びわこ（令和元年5月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				45		4885		大山　　千広		おおやま　ちひろ		CHIHIRO OYAMA		福　岡		6.89		児島（平成30年11月）
鳴門（令和元年5月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				46		4556		竹井　　奈美		たけい　なみ		NAMI TAKEI		福　岡		6.91				17

				47		4050		田口　　節子		たぐち　せつこ		SETSUKO TAGUCHI		岡　山		6.94		芦屋（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				48		3845		中谷　　朋子		なかたに　ともこ		TOMOKO NAKATANI		兵　庫		6.99		尼崎（平成30年8月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				49		4190		長嶋　　万記		ながしま　まき		MAKI NAGASHIMA		静　岡		7.15		津（平成30年8月）
常滑（平成30年9月）
蒲郡（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				50		4502		遠藤　　エミ		えんどう　えみ		EMI ENDO		滋　賀		7.20		江戸川（平成30年9月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				51		3435		寺田　　千恵		てらだ　ちえ		CHIE TERADA		岡　山		7.37		住之江（平成31年2月）
下関（令和元年5月）		レディースオールスター優勝者

				52		4530		小野　　生奈		おの　せいな		SEINA ONO		福　岡		7.38		若松（平成30年9月）
浜名湖（平成31年1月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ



						3994		茶谷　　　桜		ちゃたに　さくら		SAKURA CHYATANI		滋　賀		5.40				予備1

						4243		西村　　　歩		にしむら　あゆみ		AYUMI NISIMURA		大　阪		5.38				予備2

						3518		倉田　　郁美		くらた　いくみ		IKUMI KURATA		静　岡		5.35				予備3

						4286		平田　さやか		ひらた　さやか		SAYAKA HIRATA		東　京		5.34				予備4

						4014		片岡　　恵里		かたおか　えり		ERI KATAOKA		山　口		5.33				予備5





選手一覧

				優先出場・順位 ジュンイ		登番		氏名		支部		出身地		勝率		事故率		着順点合計点 ゴウケイ テン		出場回数 カイスウ		備考

				前年度優勝者		3232		山川　美由紀		香　川		香　川		6.71		0		1,611		242		丸亀（平成30年12月）
鳴門（平成31年1月）

				レディースオールスター優勝者		3435		寺田　　千恵		岡　山		福　岡		7.37		0		2,071		281		住之江（平成31年2月）
下関（令和元年5月）

				オールレディース競争の優勝者 キョウソウ ユウショウシャ		4530		小野　　生奈		福　岡		福　岡		7.38		0.07		2,243		307		若松（平成30年9月）
浜名湖（平成31年1月）

						4502		遠藤　　エミ		滋　賀		滋　賀		7.2		0.14		1,944		271		江戸川（平成30年9月）

						4190		長嶋　　万記		静　岡		静　岡		7.15		0.17		1,937		273		津（平成30年8月）
常滑（平成30年9月）
蒲郡（平成30年10月）

						3845		中谷　　朋子		兵　庫		兵　庫		6.99		0.17		1,607		230		尼崎（平成30年8月）

						4050		田口　　節子		岡　山		岡　山		6.94		0.14		1,632		235		芦屋（平成31年4月）

						4885		大山　　千広		福　岡		福　岡		6.89		0.04		2,011		294		児島（平成30年11月）
鳴門（令和元年5月）

						4399		松本　　晶恵		群　馬		群　馬		6.89		0.09		1,701		247		びわこ（令和元年5月）

						3188		日高　　逸子		福　岡		宮　崎		6.69		0.11		2,187		329		福岡（平成30年10月）

						3618		海野　ゆかり		広　島		広　島		6.69		0.12		1,793		269		徳山（平成30年8月）

						4450		平高　　奈菜		香　川		愛　媛		6.55		0.01		1,054		163		住之江（平成31年4月）

						4611		今井　　美亜		福　井		富　山		6.51		0.01		1,881		290		宮島（平成30年10月）

						4627		藤原　　菜希		東　京		大　阪		5.9		0.35		1,574		268		大村（平成31年3月）
平和島（平成31年4月）

						4443		津田　　裕絵		山　口		山　口		5.66		0.09		1,674		296		多摩川（平成30年11月）

						4065		金田　　幸子		岡　山		岡　山		5.32		0.35		873		166		戸田（平成30年12月）

				17		4556		竹井　　奈美		福　岡		福　岡		6.91		0.24		1,782		258

				18		4482		守屋　　美穂		岡　山		岡　山		6.77		0.01		1,976		293

				19		4589		塩崎　　桐加		三　重		三　重		6.74		0.26		1,639		243

				20		4117		廣中　智紗衣		東　京		愛　知		6.74		0.1		1,577		236

				21		4123		細川　　裕子		愛　知		愛　知		6.42		0.31		1,290		203

				22		3674		岸　　　恵子		徳　島		徳　島		6.33		0.09		1,754		277

				23		4017		向井　　美鈴		山　口		山　口		6.23		0.12		1,658		267

				24		4011		堀之内紀代子		岡　山		岡　山		6.18		0.18		1,515		245

				25		4289		落合　　直子		大　阪		大　阪		6.14		0.08		1,590		259

				26		3900		香川　　素子		滋　賀		大　阪		6.11		0.13		1,667		276

				27		3611		岩崎　　芳美		徳　島		熊　本		6.09		0.2		1,456		240

				28		4225		土屋　　千明		群　馬		群　馬		6.09		0.2		1,261		209

				29		4347		魚谷　　香織		福　岡		山　口		6.08		0		724		119

				30		4372		原田　　佑実		大　阪		愛　知		6.04		0.09		1,287		214

				31		4804		高田　ひかる		三　重		三　重		6.02		0.33		1,318		219

				32		4433		川野　　芽唯		福　岡		福　岡		5.99		0.3		1,437		240

				33		3579		中里　　優子		埼　玉		東　京		5.99		0.23		1,354		227

				34		4304		藤崎　小百合		福　岡		鹿児島		5.89		0.21		1,254		219

				35		4501		樋口　由加里		岡　山		岡　山		5.84		0.24		1,274		218

				36		3302		谷川　　里江		愛　知		愛　知		5.82		0.11		1,829		317

				37		4183		宇野　　弥生		愛　知		埼　玉		5.82		0.07		1,794		309

				38		4313		西村　美智子		香　川		香　川		5.79		0.1		1,436		249

				39		3999		大瀧　明日香		愛　知		静　岡		5.79		0.27		1,124		196

				40		4590		渡邉　　優美		福　岡		福　岡		5.78		0.24		1,392		241

				41		4373		若狭　奈美子		岡　山		岡　山		5.77		0.2		1,384		240

				42		4730		土屋　実沙希		静　岡		静　岡		5.74		0.32		1,206		210

				43		4045		佐々木　裕美		山　口		山　口		5.69		0.01		1,519		269

				44		4678		水野　　望美		愛　知		愛　知		5.69		0.03		1,224		215

				45		3470		新田　　芳美		徳　島		徳　島		5.67		0.18		1,145		202

				46		4447		深川　麻奈美		福　岡		熊　本		5.61		0.3		1,223		218

				47		4519		清水　　沙樹		東　京		千　葉		5.6		0.18		1,075		193

				48		3801		五反田　　忍		大　阪		大　阪		5.58		0.02		1,467		263

				49		4927		関野　　　文		大　阪		大　阪		5.57		0.1		1,186		214

				50		3334		角　　ひとみ		広　島		広　島		5.55		0.16		1,455		262

				51		3175		渡辺　　千草		東　京		神奈川		5.46		0.21		1,381		254

				52		3289		高橋　　淳美		大　阪		岡　山		5.46		0.09		1,306		240



				予備1		3994		茶谷　　　桜		滋　賀		東　京		5.4		0.06		1,470		272

				予備2		4243		西村　　　歩		大　阪		大　阪		5.38		0.13		909		169

				予備3		3518		倉田　　郁美		静　岡		愛　知		5.35		0.02		1,144		216

				予備4		4286		平田　さやか		東　京		東　京		5.34		0.15		1,405		265

				予備5		4014		片岡　　恵里		山　口		岡　山		5.33		0.1		1,115		209

				予備6		3474		松瀬　　弘美		静　岡		静　岡		5.33		0.26		1,039		196

				予備7		4825		倉持　　莉々		東　京		茨　城		5.29		0.38		857		162

				予備8		4349		犬童　　千秋		福　岡		宮　崎		5.26		0.04		1,178		225

				予備9		4726		島田　なぎさ		埼　玉		埼　玉		5.25		0.08		829		158

				予備10		4569		中澤　　宏奈		東　京		東　京		5.13		0.28		924		183





選手一覧 (写真有無)

				優先出場・順位 ジュンイ		登番		氏名		下関女子 シモノセキジョシ		平和島 ヘイワジマ		ピット写真 シャシン		住之江 スミノエ		正面 ショウメン

				1		3232		山川　美由紀						〇				〇

				2		3435		寺田　　千恵		〇				〇				〇

				3		4530		小野　　生奈						〇				〇

				4		4502		遠藤　　エミ						〇				〇

				5		4190		長嶋　　万記						〇				〇

				6		3845		中谷　　朋子						〇		〇

				7		4050		田口　　節子				〇		〇				〇

				8		4885		大山　　千広						〇		〇		〇

				9		4399		松本　　晶恵						〇				〇

				10		3188		日高　　逸子						〇				〇

				11		3618		海野　ゆかり		〇				〇				〇

				12		4450		平高　　奈菜								〇

				13		4611		今井　　美亜						〇				〇

				14		4627		藤原　　菜希				〇

				15		4443		津田　　裕絵		〇								〇

				16		4065		金田　　幸子		〇

				17		4556		竹井　　奈美						〇				〇

				18		4482		守屋　　美穂				〇		〇				〇

				19		4589		塩崎　　桐加				〇		〇

				20		4117		廣中　智紗衣				〇						〇

				21		4123		細川　　裕子				〇		〇				〇

				22		3674		岸　　　恵子										〇

				23		4017		向井　　美鈴		〇						〇

				24		4011		堀之内紀代子				〇

				25		4289		落合　　直子						〇		〇		〇

				26		3900		香川　　素子						〇		〇

				27		3611		岩崎　　芳美		〇						〇

				28		4225		土屋　　千明						〇				〇

				29		4347		魚谷　　香織		〇		〇

				30		4372		原田　　佑実

				31		4804		高田　ひかる		〇		〇		〇

				32		4433		川野　　芽唯

				33		3579		中里　　優子		〇

				34		4304		藤崎　小百合		〇				〇				〇

				35		4501		樋口　由加里						〇		〇		〇

				36		3302		谷川　　里江

				37		4183		宇野　　弥生						〇				〇

				38		4313		西村　美智子				〇		〇				〇

				39		3999		大瀧　明日香

				40		4590		渡邉　　優美

				41		4373		若狭　奈美子								〇

				42		4730		土屋　実沙希				〇		〇				〇

				43		4045		佐々木　裕美		〇				〇				〇

				44		4678		水野　　望美						〇				〇

				45		3470		新田　　芳美		〇				〇				〇

				46		4447		深川　麻奈美						〇		〇		〇

				47		4519		清水　　沙樹				〇		〇				〇

				48		3801		五反田　　忍								〇

				49		4927		関野　　　文						〇		〇		〇

				50		3334		角　　ひとみ								〇

				51		3175		渡辺　　千草		〇						〇

				52		3289		高橋　　淳美		〇

				予備1		3994		茶谷　　　桜

				予備10		4569		中澤　　宏奈				〇

				予備2		4243		西村　　　歩						〇		〇

				予備3		3518		倉田　　郁美

				予備4		4286		平田　さやか				〇

				予備5		4014		片岡　　恵里		〇						〇

				予備6		3474		松瀬　　弘美								〇

				予備7		4825		倉持　　莉々						〇				〇

				予備8		4349		犬童　　千秋

				予備9		4726		島田　なぎさ						〇				〇





登場順

		登場順 トウジョウ ジュン		登録番号 トウロク バンゴウ		氏　名 シ メイ		フリガナ				登場順 トウジョウ ジュン		登録番号 トウロク バンゴウ		氏　名 シ メイ		フリガナ

		1										27

		2										28

		3										29

		4										30

		5										31

		6										32

		7										33

		8										34

		9										35

		10										36

		11										37

		12										38

		13										39

		14										40

		15										41

		16										42

		17										43

		18										44

		19										45

		20										46

		21										47

		22										48

		23										49

		24										50

		25										51

		26										52



































ファンシート

		花束ゾーンＡ ハナタバ								花束ゾーンＢ ハナタバ



		登場順 トウジョウ ジュン		選手名 センシュメイ						登場順 トウジョウ ジュン		選手名 センシュメイ

		1				選手 センシュ				8				選手 センシュ

		2				選手 センシュ				9				選手 センシュ

		3				選手 センシュ				10				選手 センシュ

		4				選手 センシュ				11				選手 センシュ

		5				選手 センシュ				12				選手 センシュ

		6				選手 センシュ				13				選手 センシュ

		7				選手 センシュ				14				選手 センシュ



		15				選手 センシュ				22				選手 センシュ

		16				選手 センシュ				23				選手 センシュ

		17				選手 センシュ				24				選手 センシュ

		18				選手 センシュ				25				選手 センシュ

		19				選手 センシュ				26				選手 センシュ

		20				選手 センシュ				27				選手 センシュ

		21				選手 センシュ				28				選手 センシュ



		29				選手 センシュ				35				選手 センシュ

		30				選手 センシュ				36				選手 センシュ

		31				選手 センシュ				37				選手 センシュ

		32				選手 センシュ				38				選手 センシュ

		33				選手 センシュ				39				選手 センシュ

		34				選手 センシュ				40				選手 センシュ



		41				選手 センシュ				47				選手 センシュ

		42				選手 センシュ				48				選手 センシュ

		43				選手 センシュ				49				選手 センシュ

		44				選手 センシュ				50				選手 センシュ

		45				選手 センシュ				51				選手 センシュ

		46				選手 センシュ				52				選手 センシュ






再登場順

				再 サイ		登場順 トウジョウ ジュン		挨拶順 アイサツ ジュン		登番		氏名		よみかた				再 サイ		登場順 トウジョウ ジュン		挨拶順 アイサツ ジュン		登番		氏名		よみかた

				①		1		10		4927		関野　　　文		せきの　あや				④		27		5		4123		細川　　裕子		ほそかわ　ゆうこ

						2		45		4885		大山　　千広		おおやま　ちひろ						28		41		4117		廣中　智紗衣		ひろなか　ちさえ

						3		26		4804		高田　ひかる		たかだ　ひかる						29		6		4065		金田　　幸子		かなだ　ゆきこ

						4		17		4730		土屋　実沙希		つちや　みさき						30		16		4045		佐々木　裕美		ささき　ひろみ

						5		1		4678		水野　　望美		みずの　のぞみ						31		34		4017		向井　　美鈴		むかい　みすず

						6		23		4627		藤原　　菜希		ふじはら　なつき						32		33		4011		堀之内紀代子		ほりのうち　きよこ

						7		36		4611		今井　　美亜		いまい　みあ				⑤		33		2		3999		大瀧　明日香		おおたき　あすか

						8		19		4590		渡邉　　優美		わたなべ　ゆみ						34		31		3900		香川　　素子		かがわ　もとこ

				②		9		42		4589		塩崎　　桐加		しおざき　ひさか						35		11		3801		五反田　　忍		ごたんだ　しのぶ

						10		46		4556		竹井　　奈美		たけい　なみ						36		35		3674		岸　　　恵子		きし　けいこ

						11		12		4519		清水　　沙樹		しみず　さき						37		38		3618		海野　ゆかり		うんの　ゆかり

						12		21		4501		樋口　由加里		ひぐち　ゆかり						38		30		3611		岩崎　　芳美		いわさき　よしみ

						13		43		4482		守屋　　美穂		もりや　みほ						39		24		3579		中里　　優子		なかさと　ゆうこ

						14		37		4450		平高　　奈菜		ひらたか　なな				⑥		40		15		3470		新田　　芳美		にった　よしみ

						15		13		4447		深川　麻奈美		ふかがわ　まなみ						41		9		3334		角　　ひとみ		すみ　ひとみ

						16		25		4443		津田　　裕絵		つだ　ひろえ						42		4		3302		谷川　　里江		たにかわ　りえ

				③		17		14		4433		川野　　芽唯		かわの　めい						43		7		3289		高橋　　淳美		たかはし　あつみ

						18		44		4399		松本　　晶恵		まつもと　あきえ						44		40		3232		山川　美由紀		やまかわ　みゆき

						19		18		4373		若狭　奈美子		わかさ　なみこ						45		39		3188		日高　　逸子		ひだか　いつこ

						20		27		4372		原田　　佑実		はらだ　ゆみ						46		8		3175		渡辺　　千草		わたなべ　ちぐさ

						21		28		4347		魚谷　　香織		うおたに　かおり				⑦		47		47		4050		田口　　節子		たぐち　せつこ

						22		20		4313		西村　美智子		にしむら　みちこ						48		48		3845		中谷　　朋子		なかたに　ともこ

						23		22		4304		藤崎　小百合		ふじさき　さゆり						49		49		4190		長嶋　　万記		ながしま　まき

						24		32		4289		落合　　直子		おちあい　なおこ						50		50		4502		遠藤　　エミ		えんどう　えみ

				④		25		29		4225		土屋　　千明		つちや　ちあき						51		51		3435		寺田　　千恵		てらだ　ちえ

						26		3		4183		宇野　　弥生		うの　やよい						52		52		4530		小野　　生奈		おの　せいな







L字スタンド

						登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名

				A		1		水野　　望美		選手 センシュ				B		2		大瀧　明日香		選手 センシュ				C		3		宇野　　弥生		選手 センシュ				D		4		谷川　　里江		選手 センシュ				E		5		細川　　裕子		選手 センシュ				F		6		金田　　幸子		選手 センシュ				G		7		高橋　　淳美		選手 センシュ

						8		渡辺　　千草		選手 センシュ						9		角　　ひとみ		選手 センシュ						10		関野　　　文		選手 センシュ						11		五反田　　忍		選手 センシュ						12		清水　　沙樹		選手 センシュ						13		深川　麻奈美		選手 センシュ						14		津田　　裕絵		選手 センシュ

						15		新田　　芳美		選手 センシュ						16		佐々木　裕美		選手 センシュ						17		土屋　実沙希		選手 センシュ						18		若狭　奈美子		選手 センシュ						19		渡邉　　優美		選手 センシュ						20		西村　美智子		選手 センシュ						21		樋口　由加里		選手 センシュ

						22		藤崎　小百合		選手 センシュ						23		藤原　　菜希		選手 センシュ						24		中里　　優子		選手 センシュ						25		川野　　芽唯		選手 センシュ						26		高田　ひかる		選手 センシュ						27		原田　　佑実		選手 センシュ						28		魚谷　　香織		選手 センシュ

						29		土屋　　千明		選手 センシュ						30		岩崎　　芳美		選手 センシュ						31		香川　　素子		選手 センシュ						32		落合　　直子		選手 センシュ						33		堀之内紀代子		選手 センシュ						34		向井　　美鈴		選手 センシュ						35		岸　　　恵子		選手 センシュ

						36		今井　　美亜		選手 センシュ						37		平高　　奈菜		選手 センシュ						38		海野　ゆかり		選手 センシュ						39		日高　　逸子		選手 センシュ						40		山川　美由紀		選手 センシュ						41		廣中　智紗衣		選手 センシュ						42		塩崎　　桐加		選手 センシュ

						43		守屋　　美穂		選手 センシュ						44		松本　　晶恵		選手 センシュ						45		大山　　千広		選手 センシュ						46		竹井　　奈美		選手 センシュ						47		田口　　節子		選手 センシュ						48		中谷　　朋子		選手 センシュ						49		長嶋　　万記		選手 センシュ

						50		遠藤　　エミ		選手 センシュ						51		寺田　　千恵		選手 センシュ						52		小野　　生奈		選手 センシュ



















								茶谷　　　桜

								西村　　　歩

								倉田　　郁美

								平田　さやか

								片岡　　恵里





ファンシート用

				登場順 トウジョウ ジュン		氏名 シメイ						登場順 トウジョウ ジュン		氏名 シメイ

				1		水野　　望美		選手 センシュ				27		原田　　佑実		選手 センシュ

				2		大瀧　明日香		選手 センシュ				28		魚谷　　香織		選手 センシュ

				3		宇野　　弥生		選手 センシュ				29		土屋　　千明		選手 センシュ

				4		谷川　　里江		選手 センシュ				30		岩崎　　芳美		選手 センシュ

				5		細川　　裕子		選手 センシュ				31		香川　　素子		選手 センシュ

				6		金田　　幸子		選手 センシュ				32		落合　　直子		選手 センシュ

				7		高橋　　淳美		選手 センシュ				33		堀之内紀代子		選手 センシュ

				8		渡辺　　千草		選手 センシュ				34		向井　　美鈴		選手 センシュ

				9		角　　ひとみ		選手 センシュ				35		岸　　　恵子		選手 センシュ

				10		関野　　　文		選手 センシュ				36		今井　　美亜		選手 センシュ

				11		五反田　　忍		選手 センシュ				37		平高　　奈菜		選手 センシュ

				12		清水　　沙樹		選手 センシュ				38		海野　ゆかり		選手 センシュ

				13		深川　麻奈美		選手 センシュ				39		日高　　逸子		選手 センシュ

				14		津田　　裕絵		選手 センシュ				40		山川　美由紀		選手 センシュ

				15		新田　　芳美		選手 センシュ				41		廣中　智紗衣		選手 センシュ

				16		佐々木　裕美		選手 センシュ				42		塩崎　　桐加		選手 センシュ

				17		土屋　実沙希		選手 センシュ				43		守屋　　美穂		選手 センシュ

				18		若狭　奈美子		選手 センシュ				44		松本　　晶恵		選手 センシュ

				19		渡邉　　優美		選手 センシュ				45		大山　　千広		選手 センシュ

				20		西村　美智子		選手 センシュ				46		竹井　　奈美		選手 センシュ

				21		樋口　由加里		選手 センシュ				47		田口　　節子		選手 センシュ

				22		藤崎　小百合		選手 センシュ				48		中谷　　朋子		選手 センシュ

				23		藤原　　菜希		選手 センシュ				49		長嶋　　万記		選手 センシュ

				24		中里　　優子		選手 センシュ				50		遠藤　　エミ		選手 センシュ

				25		川野　　芽唯		選手 センシュ				51		寺田　　千恵		選手 センシュ

				26		高田　ひかる		選手 センシュ				52		小野　　生奈		選手 センシュ



























































出場順確認

				Ladies and Gentlemen,Boatrace Gamagori
33rd  LADIES CHANPIONSHIP ,the show will begin soon

				登場順 トウジョウ ジュン		登番		氏名		よみかた		ローマ字 ジ		支部		勝率		備考		優先出場・順位 ジュンイ

				1		4678		水野　　望美		みずの　のぞみ		NOZOMI MIZUNO		愛　知		5.69				44

				2		3999		大瀧　明日香		おおたき　あすか		ASUKA OTAKI		愛　知		5.79				39

				3		4183		宇野　　弥生		うの　やよい		YAYOI UNO		愛　知		5.82				37

				4		3302		谷川　　里江		たにかわ　りえ		RIE TANIKAWA		愛　知		5.82				36

				5		4123		細川　　裕子		ほそかわ　ゆうこ		YUKO HOSOKAWA		愛　知		6.42				21

				6		4065		金田　　幸子		かなだ　ゆきこ		YUKIKO　KANADA		岡　山		5.32		戸田（平成30年12月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				7		3289		高橋　　淳美		たかはし　あつみ		ATSUMI TAKAHASHI		大　阪		5.46				52

				8		3175		渡辺　　千草		わたなべ　ちぐさ		CHIGUSA WATANABE		東　京		5.46				51

				9		3334		角　　ひとみ		すみ　ひとみ		HITOMI SUMI		広　島		5.55				50

				10		4927		関野　　　文		せきの　あや		AYA SEKINO		大　阪		5.57				49

				11		3801		五反田　　忍		ごたんだ　しのぶ		SHINOBU GOTANDA		大　阪		5.58				48

				12		4519		清水　　沙樹		しみず　さき		SAKI SHIMIZU		東　京		5.60				47

				13		4447		深川　麻奈美		ふかがわ　まなみ		MANAMI FUKAGAWA		福　岡		5.61				46

				14		4443		津田　　裕絵		つだ　ひろえ		HIROE TSUDA		山　口		5.66		多摩川（平成30年11月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				15		3470		新田　　芳美		にった　よしみ		YOSHIMI NITTA		徳　島		5.67				45

				16		4045		佐々木　裕美		ささき　ひろみ		HIROMI SASAKI		山　口		5.69				43

				17		4730		土屋　実沙希		つちや　みさき		MISAKI TSUCHIYA		静　岡		5.74				42

				18		4373		若狭　奈美子		わかさ　なみこ		NAMIKO WAKASA 		岡　山		5.77				41

				19		4590		渡邉　　優美		わたなべ　ゆみ		YUMI WATANABE		福　岡		5.78				40

				20		4313		西村　美智子		にしむら　みちこ		MICHIKO NISHIMURA		香　川		5.79				38

				21		4501		樋口　由加里		ひぐち　ゆかり		YUKARI HIGUCHI		岡　山		5.84				35

				22		4304		藤崎　小百合		ふじさき　さゆり		SAYURI FUJISAKI		福　岡		5.89				34

				23		4627		藤原　　菜希		ふじわら　なつき		NATSUKI FUJIWARA		東　京		5.90		大村（平成31年3月）
平和島（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				24		3579		中里　　優子		なかさと　ゆうこ		YUKO NAKASATO		埼　玉		5.99				33

				25		4433		川野　　芽唯		かわの　めい		MEI KAWANO		福　岡		5.99				32

				26		4804		高田　ひかる		たかだ　ひかる		HIKARU TAKADA		三　重		6.02				31

				27		4372		原田　　佑実		はらだ　ゆみ		YUMI HARADA		大　阪		6.04				30

				28		4347		魚谷　　香織		うおたに　かおり		KAORI UOTANI		福　岡		6.08				29

				29		4225		土屋　　千明		つちや　ちあき		CHIAKI TSUCHIYA		群　馬		6.09				28

				30		3611		岩崎　　芳美		いわさき　よしみ		YOSHIMI IWASAKI		徳　島		6.09				27

				31		3900		香川　　素子		かがわ　もとこ		MOTOKO KAGAWA		滋　賀		6.11				26

				32		4289		落合　　直子		おちあい　なおこ		NAOKO OCHIAI		大　阪		6.14				25

				33		4011		堀之内紀代子		ほりのうち　きよこ		KIYOKO HORINOUCHI		岡　山		6.18				24

				34		4017		向井　　美鈴		むかい　みすず		MISUZU MUKAI		山　口		6.23				23

				35		3674		岸　　　恵子		きし　けいこ		KEIKO KISHI		徳　島		6.33				22

				36		4611		今井　　美亜		いまい　みあ		MIA IMAI		福　井		6.51		宮島（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				37		4450		平高　　奈菜		ひらたか　なな		NANA HIRATAKA		香　川		6.55		住之江（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				38		3618		海野　ゆかり		うんの　ゆかり		YUKARI UNNO		広　島		6.69		徳山（平成30年8月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				39		3188		日高　　逸子		ひだか　いつこ		ITSUKO　HIDAKA		福　岡		6.69		福岡（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				40		3232		山川　美由紀		やまかわ　みゆき		MIYUKI YAMAKAWA		香　川		6.71		丸亀（平成30年12月）
鳴門（平成31年1月）		前年度優勝者

				41		4117		廣中　智紗衣		ひろなか　ちさえ		CHISAE HIRONAKA		東　京		6.74				20

				42		4589		塩崎　　桐加		しおざき　ひさか		HISAKA SHIOZAKI		三　重		6.74				19

				43		4482		守屋　　美穂		もりや　みほ		MIHO MORIYA		岡　山		6.77				18

				44		4399		松本　　晶恵		まつもと　あきえ		AKIE MATSUMOTO		群　馬		6.89		びわこ（令和元年5月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				45		4885		大山　　千広		おおやま　ちひろ		CHIHIRO OYAMA		福　岡		6.89		児島（平成30年11月）
鳴門（令和元年5月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				46		4556		竹井　　奈美		たけい　なみ		NAMI TAKEI		福　岡		6.91				17

				47		4050		田口　　節子		たぐち　せつこ		SETSUKO TAGUCHI		岡　山		6.94		芦屋（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				48		3845		中谷　　朋子		なかたに　ともこ		TOMOKO NAKATANI		兵　庫		6.99		尼崎（平成30年8月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				49		4190		長嶋　　万記		ながしま　まき		MAKI NAGASHIMA		静　岡		7.15		津（平成30年8月）
常滑（平成30年9月）
蒲郡（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				50		4502		遠藤　　エミ		えんどう　えみ		EMI ENDO		滋　賀		7.20		江戸川（平成30年9月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				51		3435		寺田　　千恵		てらだ　ちえ		CHIE TERADA		岡　山		7.37		住之江（平成31年2月）
下関（令和元年5月）		レディースオールスター優勝者

				52		4530		小野　　生奈		おの　せいな		SEINA ONO		福　岡		7.38		若松（平成30年9月）
浜名湖（平成31年1月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ



						3994		茶谷　　　桜		ちゃたに　さくら		SAKURA CHYATANI		滋　賀		5.40				予備1

						4243		西村　　　歩		にしむら　あゆみ		AYUMI NISIMURA		大　阪		5.38				予備2

						3518		倉田　　郁美		くらた　いくみ		IKUMI KURATA		静　岡		5.35				予備3

						4286		平田　さやか		ひらた　さやか		SAYAKA HIRATA		東　京		5.34				予備4

						4014		片岡　　恵里		かたおか　えり		ERI KATAOKA		山　口		5.33				予備5





選手一覧

				優先出場・順位 ジュンイ		登番		氏名		支部		出身地		勝率		事故率		着順点合計点 ゴウケイ テン		出場回数 カイスウ		備考

				前年度優勝者		3232		山川　美由紀		香　川		香　川		6.71		0		1,611		242		丸亀（平成30年12月）
鳴門（平成31年1月）

				レディースオールスター優勝者		3435		寺田　　千恵		岡　山		福　岡		7.37		0		2,071		281		住之江（平成31年2月）
下関（令和元年5月）

				オールレディース競争の優勝者 キョウソウ ユウショウシャ		4530		小野　　生奈		福　岡		福　岡		7.38		0.07		2,243		307		若松（平成30年9月）
浜名湖（平成31年1月）

						4502		遠藤　　エミ		滋　賀		滋　賀		7.2		0.14		1,944		271		江戸川（平成30年9月）

						4190		長嶋　　万記		静　岡		静　岡		7.15		0.17		1,937		273		津（平成30年8月）
常滑（平成30年9月）
蒲郡（平成30年10月）

						3845		中谷　　朋子		兵　庫		兵　庫		6.99		0.17		1,607		230		尼崎（平成30年8月）

						4050		田口　　節子		岡　山		岡　山		6.94		0.14		1,632		235		芦屋（平成31年4月）

						4885		大山　　千広		福　岡		福　岡		6.89		0.04		2,011		294		児島（平成30年11月）
鳴門（令和元年5月）

						4399		松本　　晶恵		群　馬		群　馬		6.89		0.09		1,701		247		びわこ（令和元年5月）

						3188		日高　　逸子		福　岡		宮　崎		6.69		0.11		2,187		329		福岡（平成30年10月）

						3618		海野　ゆかり		広　島		広　島		6.69		0.12		1,793		269		徳山（平成30年8月）

						4450		平高　　奈菜		香　川		愛　媛		6.55		0.01		1,054		163		住之江（平成31年4月）

						4611		今井　　美亜		福　井		富　山		6.51		0.01		1,881		290		宮島（平成30年10月）

						4627		藤原　　菜希		東　京		大　阪		5.9		0.35		1,574		268		大村（平成31年3月）
平和島（平成31年4月）

						4443		津田　　裕絵		山　口		山　口		5.66		0.09		1,674		296		多摩川（平成30年11月）

						4065		金田　　幸子		岡　山		岡　山		5.32		0.35		873		166		戸田（平成30年12月）

				17		4556		竹井　　奈美		福　岡		福　岡		6.91		0.24		1,782		258

				18		4482		守屋　　美穂		岡　山		岡　山		6.77		0.01		1,976		293

				19		4589		塩崎　　桐加		三　重		三　重		6.74		0.26		1,639		243

				20		4117		廣中　智紗衣		東　京		愛　知		6.74		0.1		1,577		236

				21		4123		細川　　裕子		愛　知		愛　知		6.42		0.31		1,290		203

				22		3674		岸　　　恵子		徳　島		徳　島		6.33		0.09		1,754		277

				23		4017		向井　　美鈴		山　口		山　口		6.23		0.12		1,658		267

				24		4011		堀之内紀代子		岡　山		岡　山		6.18		0.18		1,515		245

				25		4289		落合　　直子		大　阪		大　阪		6.14		0.08		1,590		259

				26		3900		香川　　素子		滋　賀		大　阪		6.11		0.13		1,667		276

				27		3611		岩崎　　芳美		徳　島		熊　本		6.09		0.2		1,456		240

				28		4225		土屋　　千明		群　馬		群　馬		6.09		0.2		1,261		209

				29		4347		魚谷　　香織		福　岡		山　口		6.08		0		724		119

				30		4372		原田　　佑実		大　阪		愛　知		6.04		0.09		1,287		214

				31		4804		高田　ひかる		三　重		三　重		6.02		0.33		1,318		219

				32		4433		川野　　芽唯		福　岡		福　岡		5.99		0.3		1,437		240

				33		3579		中里　　優子		埼　玉		東　京		5.99		0.23		1,354		227

				34		4304		藤崎　小百合		福　岡		鹿児島		5.89		0.21		1,254		219

				35		4501		樋口　由加里		岡　山		岡　山		5.84		0.24		1,274		218

				36		3302		谷川　　里江		愛　知		愛　知		5.82		0.11		1,829		317

				37		4183		宇野　　弥生		愛　知		埼　玉		5.82		0.07		1,794		309

				38		4313		西村　美智子		香　川		香　川		5.79		0.1		1,436		249

				39		3999		大瀧　明日香		愛　知		静　岡		5.79		0.27		1,124		196

				40		4590		渡邉　　優美		福　岡		福　岡		5.78		0.24		1,392		241

				41		4373		若狭　奈美子		岡　山		岡　山		5.77		0.2		1,384		240

				42		4730		土屋　実沙希		静　岡		静　岡		5.74		0.32		1,206		210

				43		4045		佐々木　裕美		山　口		山　口		5.69		0.01		1,519		269

				44		4678		水野　　望美		愛　知		愛　知		5.69		0.03		1,224		215

				45		3470		新田　　芳美		徳　島		徳　島		5.67		0.18		1,145		202

				46		4447		深川　麻奈美		福　岡		熊　本		5.61		0.3		1,223		218

				47		4519		清水　　沙樹		東　京		千　葉		5.6		0.18		1,075		193

				48		3801		五反田　　忍		大　阪		大　阪		5.58		0.02		1,467		263

				49		4927		関野　　　文		大　阪		大　阪		5.57		0.1		1,186		214

				50		3334		角　　ひとみ		広　島		広　島		5.55		0.16		1,455		262

				51		3175		渡辺　　千草		東　京		神奈川		5.46		0.21		1,381		254

				52		3289		高橋　　淳美		大　阪		岡　山		5.46		0.09		1,306		240



				予備1		3994		茶谷　　　桜		滋　賀		東　京		5.4		0.06		1,470		272

				予備2		4243		西村　　　歩		大　阪		大　阪		5.38		0.13		909		169

				予備3		3518		倉田　　郁美		静　岡		愛　知		5.35		0.02		1,144		216

				予備4		4286		平田　さやか		東　京		東　京		5.34		0.15		1,405		265

				予備5		4014		片岡　　恵里		山　口		岡　山		5.33		0.1		1,115		209

				予備6		3474		松瀬　　弘美		静　岡		静　岡		5.33		0.26		1,039		196

				予備7		4825		倉持　　莉々		東　京		茨　城		5.29		0.38		857		162

				予備8		4349		犬童　　千秋		福　岡		宮　崎		5.26		0.04		1,178		225

				予備9		4726		島田　なぎさ		埼　玉		埼　玉		5.25		0.08		829		158

				予備10		4569		中澤　　宏奈		東　京		東　京		5.13		0.28		924		183





選手一覧 (写真有無)

				優先出場・順位 ジュンイ		登番		氏名		下関女子 シモノセキジョシ		平和島 ヘイワジマ		ピット写真 シャシン		住之江 スミノエ		正面 ショウメン

				1		3232		山川　美由紀						〇				〇

				2		3435		寺田　　千恵		〇				〇				〇

				3		4530		小野　　生奈						〇				〇

				4		4502		遠藤　　エミ						〇				〇

				5		4190		長嶋　　万記						〇				〇

				6		3845		中谷　　朋子						〇		〇

				7		4050		田口　　節子				〇		〇				〇

				8		4885		大山　　千広						〇		〇		〇

				9		4399		松本　　晶恵						〇				〇

				10		3188		日高　　逸子						〇				〇

				11		3618		海野　ゆかり		〇				〇				〇

				12		4450		平高　　奈菜								〇

				13		4611		今井　　美亜						〇				〇

				14		4627		藤原　　菜希				〇

				15		4443		津田　　裕絵		〇								〇

				16		4065		金田　　幸子		〇

				17		4556		竹井　　奈美						〇				〇

				18		4482		守屋　　美穂				〇		〇				〇

				19		4589		塩崎　　桐加				〇		〇

				20		4117		廣中　智紗衣				〇						〇

				21		4123		細川　　裕子				〇		〇				〇

				22		3674		岸　　　恵子										〇

				23		4017		向井　　美鈴		〇						〇

				24		4011		堀之内紀代子				〇

				25		4289		落合　　直子						〇		〇		〇

				26		3900		香川　　素子						〇		〇

				27		3611		岩崎　　芳美		〇						〇

				28		4225		土屋　　千明						〇				〇

				29		4347		魚谷　　香織		〇		〇

				30		4372		原田　　佑実

				31		4804		高田　ひかる		〇		〇		〇

				32		4433		川野　　芽唯

				33		3579		中里　　優子		〇

				34		4304		藤崎　小百合		〇				〇				〇

				35		4501		樋口　由加里						〇		〇		〇

				36		3302		谷川　　里江

				37		4183		宇野　　弥生						〇				〇

				38		4313		西村　美智子				〇		〇				〇

				39		3999		大瀧　明日香

				40		4590		渡邉　　優美

				41		4373		若狭　奈美子								〇

				42		4730		土屋　実沙希				〇		〇				〇

				43		4045		佐々木　裕美		〇				〇				〇

				44		4678		水野　　望美						〇				〇

				45		3470		新田　　芳美		〇				〇				〇

				46		4447		深川　麻奈美						〇		〇		〇

				47		4519		清水　　沙樹				〇		〇				〇

				48		3801		五反田　　忍								〇

				49		4927		関野　　　文						〇		〇		〇

				50		3334		角　　ひとみ								〇

				51		3175		渡辺　　千草		〇						〇

				52		3289		高橋　　淳美		〇

				予備1		3994		茶谷　　　桜

				予備10		4569		中澤　　宏奈				〇

				予備2		4243		西村　　　歩						〇		〇

				予備3		3518		倉田　　郁美

				予備4		4286		平田　さやか				〇

				予備5		4014		片岡　　恵里		〇						〇

				予備6		3474		松瀬　　弘美								〇

				予備7		4825		倉持　　莉々						〇				〇

				予備8		4349		犬童　　千秋

				予備9		4726		島田　なぎさ						〇				〇





登場順

		登場順 トウジョウ ジュン		登録番号 トウロク バンゴウ		氏　名 シ メイ		フリガナ				登場順 トウジョウ ジュン		登録番号 トウロク バンゴウ		氏　名 シ メイ		フリガナ

		1										27

		2										28

		3										29

		4										30

		5										31

		6										32

		7										33

		8										34

		9										35

		10										36

		11										37

		12										38

		13										39

		14										40

		15										41

		16										42

		17										43

		18										44

		19										45

		20										46

		21										47

		22										48

		23										49

		24										50

		25										51

		26										52



































ファンシート

		花束ゾーンＡ ハナタバ								花束ゾーンＢ ハナタバ



		登場順 トウジョウ ジュン		選手名 センシュメイ						登場順 トウジョウ ジュン		選手名 センシュメイ

		1				選手 センシュ				8				選手 センシュ

		2				選手 センシュ				9				選手 センシュ

		3				選手 センシュ				10				選手 センシュ

		4				選手 センシュ				11				選手 センシュ

		5				選手 センシュ				12				選手 センシュ

		6				選手 センシュ				13				選手 センシュ

		7				選手 センシュ				14				選手 センシュ



		15				選手 センシュ				22				選手 センシュ

		16				選手 センシュ				23				選手 センシュ

		17				選手 センシュ				24				選手 センシュ

		18				選手 センシュ				25				選手 センシュ

		19				選手 センシュ				26				選手 センシュ

		20				選手 センシュ				27				選手 センシュ

		21				選手 センシュ				28				選手 センシュ



		29				選手 センシュ				35				選手 センシュ

		30				選手 センシュ				36				選手 センシュ

		31				選手 センシュ				37				選手 センシュ

		32				選手 センシュ				38				選手 センシュ

		33				選手 センシュ				39				選手 センシュ

		34				選手 センシュ				40				選手 センシュ



		41				選手 センシュ				47				選手 センシュ

		42				選手 センシュ				48				選手 センシュ

		43				選手 センシュ				49				選手 センシュ

		44				選手 センシュ				50				選手 センシュ

		45				選手 センシュ				51				選手 センシュ

		46				選手 センシュ				52				選手 センシュ






再登場順

				再 サイ		登場順 トウジョウ ジュン		挨拶順 アイサツ ジュン		登番		氏名		よみかた				再 サイ		登場順 トウジョウ ジュン		挨拶順 アイサツ ジュン		登番		氏名		よみかた

				①		1		10		4927		関野　　　文		せきの　あや				④		27		5		4123		細川　　裕子		ほそかわ　ゆうこ

						2		45		4885		大山　　千広		おおやま　ちひろ						28		41		4117		廣中　智紗衣		ひろなか　ちさえ

						3		26		4804		高田　ひかる		たかだ　ひかる						29		6		4065		金田　　幸子		かなだ　ゆきこ

						4		17		4730		土屋　実沙希		つちや　みさき						30		16		4045		佐々木　裕美		ささき　ひろみ

						5		1		4678		水野　　望美		みずの　のぞみ						31		34		4017		向井　　美鈴		むかい　みすず

						6		23		4627		藤原　　菜希		ふじはら　なつき						32		33		4011		堀之内紀代子		ほりのうち　きよこ

						7		36		4611		今井　　美亜		いまい　みあ				⑤		33		2		3999		大瀧　明日香		おおたき　あすか

						8		19		4590		渡邉　　優美		わたなべ　ゆみ						34		31		3900		香川　　素子		かがわ　もとこ

				②		9		42		4589		塩崎　　桐加		しおざき　ひさか						35		11		3801		五反田　　忍		ごたんだ　しのぶ

						10		46		4556		竹井　　奈美		たけい　なみ						36		35		3674		岸　　　恵子		きし　けいこ

						11		12		4519		清水　　沙樹		しみず　さき						37		38		3618		海野　ゆかり		うんの　ゆかり

						12		21		4501		樋口　由加里		ひぐち　ゆかり						38		30		3611		岩崎　　芳美		いわさき　よしみ

						13		43		4482		守屋　　美穂		もりや　みほ						39		24		3579		中里　　優子		なかさと　ゆうこ

						14		37		4450		平高　　奈菜		ひらたか　なな				⑥		40		15		3470		新田　　芳美		にった　よしみ

						15		13		4447		深川　麻奈美		ふかがわ　まなみ						41		9		3334		角　　ひとみ		すみ　ひとみ

						16		25		4443		津田　　裕絵		つだ　ひろえ						42		4		3302		谷川　　里江		たにかわ　りえ

				③		17		14		4433		川野　　芽唯		かわの　めい						43		7		3289		高橋　　淳美		たかはし　あつみ

						18		44		4399		松本　　晶恵		まつもと　あきえ						44		40		3232		山川　美由紀		やまかわ　みゆき

						19		18		4373		若狭　奈美子		わかさ　なみこ						45		39		3188		日高　　逸子		ひだか　いつこ

						20		27		4372		原田　　佑実		はらだ　ゆみ						46		8		3175		渡辺　　千草		わたなべ　ちぐさ

						21		28		4347		魚谷　　香織		うおたに　かおり				⑦		47		47		4050		田口　　節子		たぐち　せつこ

						22		20		4313		西村　美智子		にしむら　みちこ						48		48		3845		中谷　　朋子		なかたに　ともこ

						23		22		4304		藤崎　小百合		ふじさき　さゆり						49		49		4190		長嶋　　万記		ながしま　まき

						24		32		4289		落合　　直子		おちあい　なおこ						50		50		4502		遠藤　　エミ		えんどう　えみ

				④		25		29		4225		土屋　　千明		つちや　ちあき						51		51		3435		寺田　　千恵		てらだ　ちえ

						26		3		4183		宇野　　弥生		うの　やよい						52		52		4530		小野　　生奈		おの　せいな







L字スタンド

						登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名

				A		1		水野　　望美		選手 センシュ				B		2		大瀧　明日香		選手 センシュ				C		3		宇野　　弥生		選手 センシュ				D		4		谷川　　里江		選手 センシュ				E		5		細川　　裕子		選手 センシュ				F		6		金田　　幸子		選手 センシュ				G		7		高橋　　淳美		選手 センシュ

						8		渡辺　　千草		選手 センシュ						9		角　　ひとみ		選手 センシュ						10		関野　　　文		選手 センシュ						11		五反田　　忍		選手 センシュ						12		清水　　沙樹		選手 センシュ						13		深川　麻奈美		選手 センシュ						14		津田　　裕絵		選手 センシュ

						15		新田　　芳美		選手 センシュ						16		佐々木　裕美		選手 センシュ						17		土屋　実沙希		選手 センシュ						18		若狭　奈美子		選手 センシュ						19		渡邉　　優美		選手 センシュ						20		西村　美智子		選手 センシュ						21		樋口　由加里		選手 センシュ

						22		藤崎　小百合		選手 センシュ						23		藤原　　菜希		選手 センシュ						24		中里　　優子		選手 センシュ						25		川野　　芽唯		選手 センシュ						26		高田　ひかる		選手 センシュ						27		原田　　佑実		選手 センシュ						28		魚谷　　香織		選手 センシュ

						29		土屋　　千明		選手 センシュ						30		岩崎　　芳美		選手 センシュ						31		香川　　素子		選手 センシュ						32		落合　　直子		選手 センシュ						33		堀之内紀代子		選手 センシュ						34		向井　　美鈴		選手 センシュ						35		岸　　　恵子		選手 センシュ

						36		今井　　美亜		選手 センシュ						37		平高　　奈菜		選手 センシュ						38		海野　ゆかり		選手 センシュ						39		日高　　逸子		選手 センシュ						40		山川　美由紀		選手 センシュ						41		廣中　智紗衣		選手 センシュ						42		塩崎　　桐加		選手 センシュ

						43		守屋　　美穂		選手 センシュ						44		松本　　晶恵		選手 センシュ						45		大山　　千広		選手 センシュ						46		竹井　　奈美		選手 センシュ						47		田口　　節子		選手 センシュ						48		中谷　　朋子		選手 センシュ						49		長嶋　　万記		選手 センシュ

						50		遠藤　　エミ		選手 センシュ						51		寺田　　千恵		選手 センシュ						52		小野　　生奈		選手 センシュ



















								茶谷　　　桜

								西村　　　歩

								倉田　　郁美

								平田　さやか

								片岡　　恵里





ファンシート用

				登場順 トウジョウ ジュン		氏名 シメイ						登場順 トウジョウ ジュン		氏名 シメイ

				1		水野　　望美		選手 センシュ				27		原田　　佑実		選手 センシュ

				2		大瀧　明日香		選手 センシュ				28		魚谷　　香織		選手 センシュ

				3		宇野　　弥生		選手 センシュ				29		土屋　　千明		選手 センシュ

				4		谷川　　里江		選手 センシュ				30		岩崎　　芳美		選手 センシュ

				5		細川　　裕子		選手 センシュ				31		香川　　素子		選手 センシュ

				6		金田　　幸子		選手 センシュ				32		落合　　直子		選手 センシュ

				7		高橋　　淳美		選手 センシュ				33		堀之内紀代子		選手 センシュ

				8		渡辺　　千草		選手 センシュ				34		向井　　美鈴		選手 センシュ

				9		角　　ひとみ		選手 センシュ				35		岸　　　恵子		選手 センシュ

				10		関野　　　文		選手 センシュ				36		今井　　美亜		選手 センシュ

				11		五反田　　忍		選手 センシュ				37		平高　　奈菜		選手 センシュ

				12		清水　　沙樹		選手 センシュ				38		海野　ゆかり		選手 センシュ

				13		深川　麻奈美		選手 センシュ				39		日高　　逸子		選手 センシュ

				14		津田　　裕絵		選手 センシュ				40		山川　美由紀		選手 センシュ

				15		新田　　芳美		選手 センシュ				41		廣中　智紗衣		選手 センシュ

				16		佐々木　裕美		選手 センシュ				42		塩崎　　桐加		選手 センシュ

				17		土屋　実沙希		選手 センシュ				43		守屋　　美穂		選手 センシュ

				18		若狭　奈美子		選手 センシュ				44		松本　　晶恵		選手 センシュ

				19		渡邉　　優美		選手 センシュ				45		大山　　千広		選手 センシュ

				20		西村　美智子		選手 センシュ				46		竹井　　奈美		選手 センシュ

				21		樋口　由加里		選手 センシュ				47		田口　　節子		選手 センシュ

				22		藤崎　小百合		選手 センシュ				48		中谷　　朋子		選手 センシュ

				23		藤原　　菜希		選手 センシュ				49		長嶋　　万記		選手 センシュ

				24		中里　　優子		選手 センシュ				50		遠藤　　エミ		選手 センシュ

				25		川野　　芽唯		選手 センシュ				51		寺田　　千恵		選手 センシュ

				26		高田　ひかる		選手 センシュ				52		小野　　生奈		選手 センシュ



























































出場順確認

				Ladies and Gentlemen,Boatrace Gamagori
33rd  LADIES CHANPIONSHIP ,the show will begin soon

				登場順 トウジョウ ジュン		登番		氏名		よみかた		ローマ字 ジ		支部		勝率		備考		優先出場・順位 ジュンイ

				1		4678		水野　　望美		みずの　のぞみ		NOZOMI MIZUNO		愛　知		5.69				44

				2		3999		大瀧　明日香		おおたき　あすか		ASUKA OTAKI		愛　知		5.79				39

				3		4183		宇野　　弥生		うの　やよい		YAYOI UNO		愛　知		5.82				37

				4		3302		谷川　　里江		たにかわ　りえ		RIE TANIKAWA		愛　知		5.82				36

				5		4123		細川　　裕子		ほそかわ　ゆうこ		YUKO HOSOKAWA		愛　知		6.42				21

				6		4065		金田　　幸子		かなだ　ゆきこ		YUKIKO　KANADA		岡　山		5.32		戸田（平成30年12月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				7		3289		高橋　　淳美		たかはし　あつみ		ATSUMI TAKAHASHI		大　阪		5.46				52

				8		3175		渡辺　　千草		わたなべ　ちぐさ		CHIGUSA WATANABE		東　京		5.46				51

				9		3334		角　　ひとみ		すみ　ひとみ		HITOMI SUMI		広　島		5.55				50

				10		4927		関野　　　文		せきの　あや		AYA SEKINO		大　阪		5.57				49

				11		3801		五反田　　忍		ごたんだ　しのぶ		SHINOBU GOTANDA		大　阪		5.58				48

				12		4519		清水　　沙樹		しみず　さき		SAKI SHIMIZU		東　京		5.60				47

				13		4447		深川　麻奈美		ふかがわ　まなみ		MANAMI FUKAGAWA		福　岡		5.61				46

				14		4443		津田　　裕絵		つだ　ひろえ		HIROE TSUDA		山　口		5.66		多摩川（平成30年11月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				15		3470		新田　　芳美		にった　よしみ		YOSHIMI NITTA		徳　島		5.67				45

				16		4045		佐々木　裕美		ささき　ひろみ		HIROMI SASAKI		山　口		5.69				43

				17		4730		土屋　実沙希		つちや　みさき		MISAKI TSUCHIYA		静　岡		5.74				42

				18		4373		若狭　奈美子		わかさ　なみこ		NAMIKO WAKASA 		岡　山		5.77				41

				19		4590		渡邉　　優美		わたなべ　ゆみ		YUMI WATANABE		福　岡		5.78				40

				20		4313		西村　美智子		にしむら　みちこ		MICHIKO NISHIMURA		香　川		5.79				38

				21		4501		樋口　由加里		ひぐち　ゆかり		YUKARI HIGUCHI		岡　山		5.84				35

				22		4304		藤崎　小百合		ふじさき　さゆり		SAYURI FUJISAKI		福　岡		5.89				34

				23		4627		藤原　　菜希		ふじわら　なつき		NATSUKI FUJIWARA		東　京		5.90		大村（平成31年3月）
平和島（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				24		3579		中里　　優子		なかさと　ゆうこ		YUKO NAKASATO		埼　玉		5.99				33

				25		4433		川野　　芽唯		かわの　めい		MEI KAWANO		福　岡		5.99				32

				26		4804		高田　ひかる		たかだ　ひかる		HIKARU TAKADA		三　重		6.02				31

				27		4372		原田　　佑実		はらだ　ゆみ		YUMI HARADA		大　阪		6.04				30

				28		4347		魚谷　　香織		うおたに　かおり		KAORI UOTANI		福　岡		6.08				29

				29		4225		土屋　　千明		つちや　ちあき		CHIAKI TSUCHIYA		群　馬		6.09				28

				30		3611		岩崎　　芳美		いわさき　よしみ		YOSHIMI IWASAKI		徳　島		6.09				27

				31		3900		香川　　素子		かがわ　もとこ		MOTOKO KAGAWA		滋　賀		6.11				26

				32		4289		落合　　直子		おちあい　なおこ		NAOKO OCHIAI		大　阪		6.14				25

				33		4011		堀之内紀代子		ほりのうち　きよこ		KIYOKO HORINOUCHI		岡　山		6.18				24

				34		4017		向井　　美鈴		むかい　みすず		MISUZU MUKAI		山　口		6.23				23

				35		3674		岸　　　恵子		きし　けいこ		KEIKO KISHI		徳　島		6.33				22

				36		4611		今井　　美亜		いまい　みあ		MIA IMAI		福　井		6.51		宮島（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				37		4450		平高　　奈菜		ひらたか　なな		NANA HIRATAKA		香　川		6.55		住之江（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				38		3618		海野　ゆかり		うんの　ゆかり		YUKARI UNNO		広　島		6.69		徳山（平成30年8月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				39		3188		日高　　逸子		ひだか　いつこ		ITSUKO　HIDAKA		福　岡		6.69		福岡（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				40		3232		山川　美由紀		やまかわ　みゆき		MIYUKI YAMAKAWA		香　川		6.71		丸亀（平成30年12月）
鳴門（平成31年1月）		前年度優勝者

				41		4117		廣中　智紗衣		ひろなか　ちさえ		CHISAE HIRONAKA		東　京		6.74				20

				42		4589		塩崎　　桐加		しおざき　ひさか		HISAKA SHIOZAKI		三　重		6.74				19

				43		4482		守屋　　美穂		もりや　みほ		MIHO MORIYA		岡　山		6.77				18

				44		4399		松本　　晶恵		まつもと　あきえ		AKIE MATSUMOTO		群　馬		6.89		びわこ（令和元年5月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				45		4885		大山　　千広		おおやま　ちひろ		CHIHIRO OYAMA		福　岡		6.89		児島（平成30年11月）
鳴門（令和元年5月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				46		4556		竹井　　奈美		たけい　なみ		NAMI TAKEI		福　岡		6.91				17

				47		4050		田口　　節子		たぐち　せつこ		SETSUKO TAGUCHI		岡　山		6.94		芦屋（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				48		3845		中谷　　朋子		なかたに　ともこ		TOMOKO NAKATANI		兵　庫		6.99		尼崎（平成30年8月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				49		4190		長嶋　　万記		ながしま　まき		MAKI NAGASHIMA		静　岡		7.15		津（平成30年8月）
常滑（平成30年9月）
蒲郡（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				50		4502		遠藤　　エミ		えんどう　えみ		EMI ENDO		滋　賀		7.20		江戸川（平成30年9月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				51		3435		寺田　　千恵		てらだ　ちえ		CHIE TERADA		岡　山		7.37		住之江（平成31年2月）
下関（令和元年5月）		レディースオールスター優勝者

				52		4530		小野　　生奈		おの　せいな		SEINA ONO		福　岡		7.38		若松（平成30年9月）
浜名湖（平成31年1月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ



						3994		茶谷　　　桜		ちゃたに　さくら		SAKURA CHYATANI		滋　賀		5.40				予備1

						4243		西村　　　歩		にしむら　あゆみ		AYUMI NISIMURA		大　阪		5.38				予備2

						3518		倉田　　郁美		くらた　いくみ		IKUMI KURATA		静　岡		5.35				予備3

						4286		平田　さやか		ひらた　さやか		SAYAKA HIRATA		東　京		5.34				予備4

						4014		片岡　　恵里		かたおか　えり		ERI KATAOKA		山　口		5.33				予備5





選手一覧

				優先出場・順位 ジュンイ		登番		氏名		支部		出身地		勝率		事故率		着順点合計点 ゴウケイ テン		出場回数 カイスウ		備考

				前年度優勝者		3232		山川　美由紀		香　川		香　川		6.71		0		1,611		242		丸亀（平成30年12月）
鳴門（平成31年1月）

				レディースオールスター優勝者		3435		寺田　　千恵		岡　山		福　岡		7.37		0		2,071		281		住之江（平成31年2月）
下関（令和元年5月）

				オールレディース競争の優勝者 キョウソウ ユウショウシャ		4530		小野　　生奈		福　岡		福　岡		7.38		0.07		2,243		307		若松（平成30年9月）
浜名湖（平成31年1月）

						4502		遠藤　　エミ		滋　賀		滋　賀		7.2		0.14		1,944		271		江戸川（平成30年9月）

						4190		長嶋　　万記		静　岡		静　岡		7.15		0.17		1,937		273		津（平成30年8月）
常滑（平成30年9月）
蒲郡（平成30年10月）

						3845		中谷　　朋子		兵　庫		兵　庫		6.99		0.17		1,607		230		尼崎（平成30年8月）

						4050		田口　　節子		岡　山		岡　山		6.94		0.14		1,632		235		芦屋（平成31年4月）

						4885		大山　　千広		福　岡		福　岡		6.89		0.04		2,011		294		児島（平成30年11月）
鳴門（令和元年5月）

						4399		松本　　晶恵		群　馬		群　馬		6.89		0.09		1,701		247		びわこ（令和元年5月）

						3188		日高　　逸子		福　岡		宮　崎		6.69		0.11		2,187		329		福岡（平成30年10月）

						3618		海野　ゆかり		広　島		広　島		6.69		0.12		1,793		269		徳山（平成30年8月）

						4450		平高　　奈菜		香　川		愛　媛		6.55		0.01		1,054		163		住之江（平成31年4月）

						4611		今井　　美亜		福　井		富　山		6.51		0.01		1,881		290		宮島（平成30年10月）

						4627		藤原　　菜希		東　京		大　阪		5.9		0.35		1,574		268		大村（平成31年3月）
平和島（平成31年4月）

						4443		津田　　裕絵		山　口		山　口		5.66		0.09		1,674		296		多摩川（平成30年11月）

						4065		金田　　幸子		岡　山		岡　山		5.32		0.35		873		166		戸田（平成30年12月）

				17		4556		竹井　　奈美		福　岡		福　岡		6.91		0.24		1,782		258

				18		4482		守屋　　美穂		岡　山		岡　山		6.77		0.01		1,976		293

				19		4589		塩崎　　桐加		三　重		三　重		6.74		0.26		1,639		243

				20		4117		廣中　智紗衣		東　京		愛　知		6.74		0.1		1,577		236

				21		4123		細川　　裕子		愛　知		愛　知		6.42		0.31		1,290		203

				22		3674		岸　　　恵子		徳　島		徳　島		6.33		0.09		1,754		277

				23		4017		向井　　美鈴		山　口		山　口		6.23		0.12		1,658		267

				24		4011		堀之内紀代子		岡　山		岡　山		6.18		0.18		1,515		245

				25		4289		落合　　直子		大　阪		大　阪		6.14		0.08		1,590		259

				26		3900		香川　　素子		滋　賀		大　阪		6.11		0.13		1,667		276

				27		3611		岩崎　　芳美		徳　島		熊　本		6.09		0.2		1,456		240

				28		4225		土屋　　千明		群　馬		群　馬		6.09		0.2		1,261		209

				29		4347		魚谷　　香織		福　岡		山　口		6.08		0		724		119

				30		4372		原田　　佑実		大　阪		愛　知		6.04		0.09		1,287		214

				31		4804		高田　ひかる		三　重		三　重		6.02		0.33		1,318		219

				32		4433		川野　　芽唯		福　岡		福　岡		5.99		0.3		1,437		240

				33		3579		中里　　優子		埼　玉		東　京		5.99		0.23		1,354		227

				34		4304		藤崎　小百合		福　岡		鹿児島		5.89		0.21		1,254		219

				35		4501		樋口　由加里		岡　山		岡　山		5.84		0.24		1,274		218

				36		3302		谷川　　里江		愛　知		愛　知		5.82		0.11		1,829		317

				37		4183		宇野　　弥生		愛　知		埼　玉		5.82		0.07		1,794		309

				38		4313		西村　美智子		香　川		香　川		5.79		0.1		1,436		249

				39		3999		大瀧　明日香		愛　知		静　岡		5.79		0.27		1,124		196

				40		4590		渡邉　　優美		福　岡		福　岡		5.78		0.24		1,392		241

				41		4373		若狭　奈美子		岡　山		岡　山		5.77		0.2		1,384		240

				42		4730		土屋　実沙希		静　岡		静　岡		5.74		0.32		1,206		210

				43		4045		佐々木　裕美		山　口		山　口		5.69		0.01		1,519		269

				44		4678		水野　　望美		愛　知		愛　知		5.69		0.03		1,224		215

				45		3470		新田　　芳美		徳　島		徳　島		5.67		0.18		1,145		202

				46		4447		深川　麻奈美		福　岡		熊　本		5.61		0.3		1,223		218

				47		4519		清水　　沙樹		東　京		千　葉		5.6		0.18		1,075		193

				48		3801		五反田　　忍		大　阪		大　阪		5.58		0.02		1,467		263

				49		4927		関野　　　文		大　阪		大　阪		5.57		0.1		1,186		214

				50		3334		角　　ひとみ		広　島		広　島		5.55		0.16		1,455		262

				51		3175		渡辺　　千草		東　京		神奈川		5.46		0.21		1,381		254

				52		3289		高橋　　淳美		大　阪		岡　山		5.46		0.09		1,306		240



				予備1		3994		茶谷　　　桜		滋　賀		東　京		5.4		0.06		1,470		272

				予備2		4243		西村　　　歩		大　阪		大　阪		5.38		0.13		909		169

				予備3		3518		倉田　　郁美		静　岡		愛　知		5.35		0.02		1,144		216

				予備4		4286		平田　さやか		東　京		東　京		5.34		0.15		1,405		265

				予備5		4014		片岡　　恵里		山　口		岡　山		5.33		0.1		1,115		209

				予備6		3474		松瀬　　弘美		静　岡		静　岡		5.33		0.26		1,039		196

				予備7		4825		倉持　　莉々		東　京		茨　城		5.29		0.38		857		162

				予備8		4349		犬童　　千秋		福　岡		宮　崎		5.26		0.04		1,178		225

				予備9		4726		島田　なぎさ		埼　玉		埼　玉		5.25		0.08		829		158

				予備10		4569		中澤　　宏奈		東　京		東　京		5.13		0.28		924		183





選手一覧 (写真有無)

				優先出場・順位 ジュンイ		登番		氏名		下関女子 シモノセキジョシ		平和島 ヘイワジマ		ピット写真 シャシン		住之江 スミノエ		正面 ショウメン

				1		3232		山川　美由紀						〇				〇

				2		3435		寺田　　千恵		〇				〇				〇

				3		4530		小野　　生奈						〇				〇

				4		4502		遠藤　　エミ						〇				〇

				5		4190		長嶋　　万記						〇				〇

				6		3845		中谷　　朋子						〇		〇

				7		4050		田口　　節子				〇		〇				〇

				8		4885		大山　　千広						〇		〇		〇

				9		4399		松本　　晶恵						〇				〇

				10		3188		日高　　逸子						〇				〇

				11		3618		海野　ゆかり		〇				〇				〇

				12		4450		平高　　奈菜								〇

				13		4611		今井　　美亜						〇				〇

				14		4627		藤原　　菜希				〇

				15		4443		津田　　裕絵		〇								〇

				16		4065		金田　　幸子		〇

				17		4556		竹井　　奈美						〇				〇

				18		4482		守屋　　美穂				〇		〇				〇

				19		4589		塩崎　　桐加				〇		〇

				20		4117		廣中　智紗衣				〇						〇

				21		4123		細川　　裕子				〇		〇				〇

				22		3674		岸　　　恵子										〇

				23		4017		向井　　美鈴		〇						〇

				24		4011		堀之内紀代子				〇

				25		4289		落合　　直子						〇		〇		〇

				26		3900		香川　　素子						〇		〇

				27		3611		岩崎　　芳美		〇						〇

				28		4225		土屋　　千明						〇				〇

				29		4347		魚谷　　香織		〇		〇

				30		4372		原田　　佑実

				31		4804		高田　ひかる		〇		〇		〇

				32		4433		川野　　芽唯

				33		3579		中里　　優子		〇

				34		4304		藤崎　小百合		〇				〇				〇

				35		4501		樋口　由加里						〇		〇		〇

				36		3302		谷川　　里江

				37		4183		宇野　　弥生						〇				〇

				38		4313		西村　美智子				〇		〇				〇

				39		3999		大瀧　明日香

				40		4590		渡邉　　優美

				41		4373		若狭　奈美子								〇

				42		4730		土屋　実沙希				〇		〇				〇

				43		4045		佐々木　裕美		〇				〇				〇

				44		4678		水野　　望美						〇				〇

				45		3470		新田　　芳美		〇				〇				〇

				46		4447		深川　麻奈美						〇		〇		〇

				47		4519		清水　　沙樹				〇		〇				〇

				48		3801		五反田　　忍								〇

				49		4927		関野　　　文						〇		〇		〇

				50		3334		角　　ひとみ								〇

				51		3175		渡辺　　千草		〇						〇

				52		3289		高橋　　淳美		〇

				予備1		3994		茶谷　　　桜

				予備10		4569		中澤　　宏奈				〇

				予備2		4243		西村　　　歩						〇		〇

				予備3		3518		倉田　　郁美

				予備4		4286		平田　さやか				〇

				予備5		4014		片岡　　恵里		〇						〇

				予備6		3474		松瀬　　弘美								〇

				予備7		4825		倉持　　莉々						〇				〇

				予備8		4349		犬童　　千秋

				予備9		4726		島田　なぎさ						〇				〇





登場順

		登場順 トウジョウ ジュン		登録番号 トウロク バンゴウ		氏　名 シ メイ		フリガナ				登場順 トウジョウ ジュン		登録番号 トウロク バンゴウ		氏　名 シ メイ		フリガナ

		1										27

		2										28

		3										29

		4										30

		5										31

		6										32

		7										33

		8										34

		9										35

		10										36

		11										37

		12										38

		13										39

		14										40

		15										41

		16										42

		17										43

		18										44

		19										45

		20										46

		21										47

		22										48

		23										49

		24										50

		25										51

		26										52



































ファンシート

		花束ゾーンＡ ハナタバ								花束ゾーンＢ ハナタバ



		登場順 トウジョウ ジュン		選手名 センシュメイ						登場順 トウジョウ ジュン		選手名 センシュメイ

		1				選手 センシュ				8				選手 センシュ

		2				選手 センシュ				9				選手 センシュ

		3				選手 センシュ				10				選手 センシュ

		4				選手 センシュ				11				選手 センシュ

		5				選手 センシュ				12				選手 センシュ

		6				選手 センシュ				13				選手 センシュ

		7				選手 センシュ				14				選手 センシュ



		15				選手 センシュ				22				選手 センシュ

		16				選手 センシュ				23				選手 センシュ

		17				選手 センシュ				24				選手 センシュ

		18				選手 センシュ				25				選手 センシュ

		19				選手 センシュ				26				選手 センシュ

		20				選手 センシュ				27				選手 センシュ

		21				選手 センシュ				28				選手 センシュ



		29				選手 センシュ				35				選手 センシュ

		30				選手 センシュ				36				選手 センシュ

		31				選手 センシュ				37				選手 センシュ

		32				選手 センシュ				38				選手 センシュ

		33				選手 センシュ				39				選手 センシュ

		34				選手 センシュ				40				選手 センシュ



		41				選手 センシュ				47				選手 センシュ

		42				選手 センシュ				48				選手 センシュ

		43				選手 センシュ				49				選手 センシュ

		44				選手 センシュ				50				選手 センシュ

		45				選手 センシュ				51				選手 センシュ

		46				選手 センシュ				52				選手 センシュ






再登場順

				再 サイ		登場順 トウジョウ ジュン		挨拶順 アイサツ ジュン		登番		氏名		よみかた				再 サイ		登場順 トウジョウ ジュン		挨拶順 アイサツ ジュン		登番		氏名		よみかた

				①		1		10		4927		関野　　　文		せきの　あや				④		27		5		4123		細川　　裕子		ほそかわ　ゆうこ

						2		45		4885		大山　　千広		おおやま　ちひろ						28		41		4117		廣中　智紗衣		ひろなか　ちさえ

						3		26		4804		高田　ひかる		たかだ　ひかる						29		6		4065		金田　　幸子		かなだ　ゆきこ

						4		17		4730		土屋　実沙希		つちや　みさき						30		16		4045		佐々木　裕美		ささき　ひろみ

						5		1		4678		水野　　望美		みずの　のぞみ						31		34		4017		向井　　美鈴		むかい　みすず

						6		23		4627		藤原　　菜希		ふじはら　なつき						32		33		4011		堀之内紀代子		ほりのうち　きよこ

						7		36		4611		今井　　美亜		いまい　みあ				⑤		33		2		3999		大瀧　明日香		おおたき　あすか

						8		19		4590		渡邉　　優美		わたなべ　ゆみ						34		31		3900		香川　　素子		かがわ　もとこ

				②		9		42		4589		塩崎　　桐加		しおざき　ひさか						35		11		3801		五反田　　忍		ごたんだ　しのぶ

						10		46		4556		竹井　　奈美		たけい　なみ						36		35		3674		岸　　　恵子		きし　けいこ

						11		12		4519		清水　　沙樹		しみず　さき						37		38		3618		海野　ゆかり		うんの　ゆかり

						12		21		4501		樋口　由加里		ひぐち　ゆかり						38		30		3611		岩崎　　芳美		いわさき　よしみ

						13		43		4482		守屋　　美穂		もりや　みほ						39		24		3579		中里　　優子		なかさと　ゆうこ

						14		37		4450		平高　　奈菜		ひらたか　なな				⑥		40		15		3470		新田　　芳美		にった　よしみ

						15		13		4447		深川　麻奈美		ふかがわ　まなみ						41		9		3334		角　　ひとみ		すみ　ひとみ

						16		25		4443		津田　　裕絵		つだ　ひろえ						42		4		3302		谷川　　里江		たにかわ　りえ

				③		17		14		4433		川野　　芽唯		かわの　めい						43		7		3289		高橋　　淳美		たかはし　あつみ

						18		44		4399		松本　　晶恵		まつもと　あきえ						44		40		3232		山川　美由紀		やまかわ　みゆき

						19		18		4373		若狭　奈美子		わかさ　なみこ						45		39		3188		日高　　逸子		ひだか　いつこ

						20		27		4372		原田　　佑実		はらだ　ゆみ						46		8		3175		渡辺　　千草		わたなべ　ちぐさ

						21		28		4347		魚谷　　香織		うおたに　かおり				⑦		47		47		4050		田口　　節子		たぐち　せつこ

						22		20		4313		西村　美智子		にしむら　みちこ						48		48		3845		中谷　　朋子		なかたに　ともこ

						23		22		4304		藤崎　小百合		ふじさき　さゆり						49		49		4190		長嶋　　万記		ながしま　まき

						24		32		4289		落合　　直子		おちあい　なおこ						50		50		4502		遠藤　　エミ		えんどう　えみ

				④		25		29		4225		土屋　　千明		つちや　ちあき						51		51		3435		寺田　　千恵		てらだ　ちえ

						26		3		4183		宇野　　弥生		うの　やよい						52		52		4530		小野　　生奈		おの　せいな







L字スタンド

						登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名

				A		1		水野　　望美		選手 センシュ				B		2		大瀧　明日香		選手 センシュ				C		3		宇野　　弥生		選手 センシュ				D		4		谷川　　里江		選手 センシュ				E		5		細川　　裕子		選手 センシュ				F		6		金田　　幸子		選手 センシュ				G		7		高橋　　淳美		選手 センシュ

						8		渡辺　　千草		選手 センシュ						9		角　　ひとみ		選手 センシュ						10		関野　　　文		選手 センシュ						11		五反田　　忍		選手 センシュ						12		清水　　沙樹		選手 センシュ						13		深川　麻奈美		選手 センシュ						14		津田　　裕絵		選手 センシュ

						15		新田　　芳美		選手 センシュ						16		佐々木　裕美		選手 センシュ						17		土屋　実沙希		選手 センシュ						18		若狭　奈美子		選手 センシュ						19		渡邉　　優美		選手 センシュ						20		西村　美智子		選手 センシュ						21		樋口　由加里		選手 センシュ

						22		藤崎　小百合		選手 センシュ						23		藤原　　菜希		選手 センシュ						24		中里　　優子		選手 センシュ						25		川野　　芽唯		選手 センシュ						26		高田　ひかる		選手 センシュ						27		原田　　佑実		選手 センシュ						28		魚谷　　香織		選手 センシュ

						29		土屋　　千明		選手 センシュ						30		岩崎　　芳美		選手 センシュ						31		香川　　素子		選手 センシュ						32		落合　　直子		選手 センシュ						33		堀之内紀代子		選手 センシュ						34		向井　　美鈴		選手 センシュ						35		岸　　　恵子		選手 センシュ

						36		今井　　美亜		選手 センシュ						37		平高　　奈菜		選手 センシュ						38		海野　ゆかり		選手 センシュ						39		日高　　逸子		選手 センシュ						40		山川　美由紀		選手 センシュ						41		廣中　智紗衣		選手 センシュ						42		塩崎　　桐加		選手 センシュ

						43		守屋　　美穂		選手 センシュ						44		松本　　晶恵		選手 センシュ						45		大山　　千広		選手 センシュ						46		竹井　　奈美		選手 センシュ						47		田口　　節子		選手 センシュ						48		中谷　　朋子		選手 センシュ						49		長嶋　　万記		選手 センシュ

						50		遠藤　　エミ		選手 センシュ						51		寺田　　千恵		選手 センシュ						52		小野　　生奈		選手 センシュ



















								茶谷　　　桜

								西村　　　歩

								倉田　　郁美

								平田　さやか

								片岡　　恵里





ファンシート用

				登場順 トウジョウ ジュン		氏名 シメイ						登場順 トウジョウ ジュン		氏名 シメイ

				1		水野　　望美		選手 センシュ				27		原田　　佑実		選手 センシュ

				2		大瀧　明日香		選手 センシュ				28		魚谷　　香織		選手 センシュ

				3		宇野　　弥生		選手 センシュ				29		土屋　　千明		選手 センシュ

				4		谷川　　里江		選手 センシュ				30		岩崎　　芳美		選手 センシュ

				5		細川　　裕子		選手 センシュ				31		香川　　素子		選手 センシュ

				6		金田　　幸子		選手 センシュ				32		落合　　直子		選手 センシュ

				7		高橋　　淳美		選手 センシュ				33		堀之内紀代子		選手 センシュ

				8		渡辺　　千草		選手 センシュ				34		向井　　美鈴		選手 センシュ

				9		角　　ひとみ		選手 センシュ				35		岸　　　恵子		選手 センシュ

				10		関野　　　文		選手 センシュ				36		今井　　美亜		選手 センシュ

				11		五反田　　忍		選手 センシュ				37		平高　　奈菜		選手 センシュ

				12		清水　　沙樹		選手 センシュ				38		海野　ゆかり		選手 センシュ

				13		深川　麻奈美		選手 センシュ				39		日高　　逸子		選手 センシュ

				14		津田　　裕絵		選手 センシュ				40		山川　美由紀		選手 センシュ

				15		新田　　芳美		選手 センシュ				41		廣中　智紗衣		選手 センシュ

				16		佐々木　裕美		選手 センシュ				42		塩崎　　桐加		選手 センシュ

				17		土屋　実沙希		選手 センシュ				43		守屋　　美穂		選手 センシュ

				18		若狭　奈美子		選手 センシュ				44		松本　　晶恵		選手 センシュ

				19		渡邉　　優美		選手 センシュ				45		大山　　千広		選手 センシュ

				20		西村　美智子		選手 センシュ				46		竹井　　奈美		選手 センシュ

				21		樋口　由加里		選手 センシュ				47		田口　　節子		選手 センシュ

				22		藤崎　小百合		選手 センシュ				48		中谷　　朋子		選手 センシュ

				23		藤原　　菜希		選手 センシュ				49		長嶋　　万記		選手 センシュ

				24		中里　　優子		選手 センシュ				50		遠藤　　エミ		選手 センシュ

				25		川野　　芽唯		選手 センシュ				51		寺田　　千恵		選手 センシュ

				26		高田　ひかる		選手 センシュ				52		小野　　生奈		選手 センシュ



























































出場順確認

				Ladies and Gentlemen,Boatrace Gamagori
33rd  LADIES CHANPIONSHIP ,the show will begin soon

				登場順 トウジョウ ジュン		登番		氏名		よみかた		ローマ字 ジ		支部		勝率		備考		優先出場・順位 ジュンイ

				1		4678		水野　　望美		みずの　のぞみ		NOZOMI MIZUNO		愛　知		5.69				44

				2		3999		大瀧　明日香		おおたき　あすか		ASUKA OTAKI		愛　知		5.79				39

				3		4183		宇野　　弥生		うの　やよい		YAYOI UNO		愛　知		5.82				37

				4		3302		谷川　　里江		たにかわ　りえ		RIE TANIKAWA		愛　知		5.82				36

				5		4123		細川　　裕子		ほそかわ　ゆうこ		YUKO HOSOKAWA		愛　知		6.42				21

				6		4065		金田　　幸子		かなだ　ゆきこ		YUKIKO　KANADA		岡　山		5.32		戸田（平成30年12月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				7		3289		高橋　　淳美		たかはし　あつみ		ATSUMI TAKAHASHI		大　阪		5.46				52

				8		3175		渡辺　　千草		わたなべ　ちぐさ		CHIGUSA WATANABE		東　京		5.46				51

				9		3334		角　　ひとみ		すみ　ひとみ		HITOMI SUMI		広　島		5.55				50

				10		4927		関野　　　文		せきの　あや		AYA SEKINO		大　阪		5.57				49

				11		3801		五反田　　忍		ごたんだ　しのぶ		SHINOBU GOTANDA		大　阪		5.58				48

				12		4519		清水　　沙樹		しみず　さき		SAKI SHIMIZU		東　京		5.60				47

				13		4447		深川　麻奈美		ふかがわ　まなみ		MANAMI FUKAGAWA		福　岡		5.61				46

				14		4443		津田　　裕絵		つだ　ひろえ		HIROE TSUDA		山　口		5.66		多摩川（平成30年11月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				15		3470		新田　　芳美		にった　よしみ		YOSHIMI NITTA		徳　島		5.67				45

				16		4045		佐々木　裕美		ささき　ひろみ		HIROMI SASAKI		山　口		5.69				43

				17		4730		土屋　実沙希		つちや　みさき		MISAKI TSUCHIYA		静　岡		5.74				42

				18		4373		若狭　奈美子		わかさ　なみこ		NAMIKO WAKASA 		岡　山		5.77				41

				19		4590		渡邉　　優美		わたなべ　ゆみ		YUMI WATANABE		福　岡		5.78				40

				20		4313		西村　美智子		にしむら　みちこ		MICHIKO NISHIMURA		香　川		5.79				38

				21		4501		樋口　由加里		ひぐち　ゆかり		YUKARI HIGUCHI		岡　山		5.84				35

				22		4304		藤崎　小百合		ふじさき　さゆり		SAYURI FUJISAKI		福　岡		5.89				34

				23		4627		藤原　　菜希		ふじわら　なつき		NATSUKI FUJIWARA		東　京		5.90		大村（平成31年3月）
平和島（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				24		3579		中里　　優子		なかさと　ゆうこ		YUKO NAKASATO		埼　玉		5.99				33

				25		4433		川野　　芽唯		かわの　めい		MEI KAWANO		福　岡		5.99				32

				26		4804		高田　ひかる		たかだ　ひかる		HIKARU TAKADA		三　重		6.02				31

				27		4372		原田　　佑実		はらだ　ゆみ		YUMI HARADA		大　阪		6.04				30

				28		4347		魚谷　　香織		うおたに　かおり		KAORI UOTANI		福　岡		6.08				29

				29		4225		土屋　　千明		つちや　ちあき		CHIAKI TSUCHIYA		群　馬		6.09				28

				30		3611		岩崎　　芳美		いわさき　よしみ		YOSHIMI IWASAKI		徳　島		6.09				27

				31		3900		香川　　素子		かがわ　もとこ		MOTOKO KAGAWA		滋　賀		6.11				26

				32		4289		落合　　直子		おちあい　なおこ		NAOKO OCHIAI		大　阪		6.14				25

				33		4011		堀之内紀代子		ほりのうち　きよこ		KIYOKO HORINOUCHI		岡　山		6.18				24

				34		4017		向井　　美鈴		むかい　みすず		MISUZU MUKAI		山　口		6.23				23

				35		3674		岸　　　恵子		きし　けいこ		KEIKO KISHI		徳　島		6.33				22

				36		4611		今井　　美亜		いまい　みあ		MIA IMAI		福　井		6.51		宮島（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				37		4450		平高　　奈菜		ひらたか　なな		NANA HIRATAKA		香　川		6.55		住之江（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				38		3618		海野　ゆかり		うんの　ゆかり		YUKARI UNNO		広　島		6.69		徳山（平成30年8月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				39		3188		日高　　逸子		ひだか　いつこ		ITSUKO　HIDAKA		福　岡		6.69		福岡（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				40		3232		山川　美由紀		やまかわ　みゆき		MIYUKI YAMAKAWA		香　川		6.71		丸亀（平成30年12月）
鳴門（平成31年1月）		前年度優勝者

				41		4117		廣中　智紗衣		ひろなか　ちさえ		CHISAE HIRONAKA		東　京		6.74				20

				42		4589		塩崎　　桐加		しおざき　ひさか		HISAKA SHIOZAKI		三　重		6.74				19

				43		4482		守屋　　美穂		もりや　みほ		MIHO MORIYA		岡　山		6.77				18

				44		4399		松本　　晶恵		まつもと　あきえ		AKIE MATSUMOTO		群　馬		6.89		びわこ（令和元年5月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				45		4885		大山　　千広		おおやま　ちひろ		CHIHIRO OYAMA		福　岡		6.89		児島（平成30年11月）
鳴門（令和元年5月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				46		4556		竹井　　奈美		たけい　なみ		NAMI TAKEI		福　岡		6.91				17

				47		4050		田口　　節子		たぐち　せつこ		SETSUKO TAGUCHI		岡　山		6.94		芦屋（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				48		3845		中谷　　朋子		なかたに　ともこ		TOMOKO NAKATANI		兵　庫		6.99		尼崎（平成30年8月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				49		4190		長嶋　　万記		ながしま　まき		MAKI NAGASHIMA		静　岡		7.15		津（平成30年8月）
常滑（平成30年9月）
蒲郡（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				50		4502		遠藤　　エミ		えんどう　えみ		EMI ENDO		滋　賀		7.20		江戸川（平成30年9月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				51		3435		寺田　　千恵		てらだ　ちえ		CHIE TERADA		岡　山		7.37		住之江（平成31年2月）
下関（令和元年5月）		レディースオールスター優勝者

				52		4530		小野　　生奈		おの　せいな		SEINA ONO		福　岡		7.38		若松（平成30年9月）
浜名湖（平成31年1月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ



						3994		茶谷　　　桜		ちゃたに　さくら		SAKURA CHYATANI		滋　賀		5.40				予備1

						4243		西村　　　歩		にしむら　あゆみ		AYUMI NISIMURA		大　阪		5.38				予備2

						3518		倉田　　郁美		くらた　いくみ		IKUMI KURATA		静　岡		5.35				予備3

						4286		平田　さやか		ひらた　さやか		SAYAKA HIRATA		東　京		5.34				予備4

						4014		片岡　　恵里		かたおか　えり		ERI KATAOKA		山　口		5.33				予備5





選手一覧

				優先出場・順位 ジュンイ		登番		氏名		支部		出身地		勝率		事故率		着順点合計点 ゴウケイ テン		出場回数 カイスウ		備考

				前年度優勝者		3232		山川　美由紀		香　川		香　川		6.71		0		1,611		242		丸亀（平成30年12月）
鳴門（平成31年1月）

				レディースオールスター優勝者		3435		寺田　　千恵		岡　山		福　岡		7.37		0		2,071		281		住之江（平成31年2月）
下関（令和元年5月）

				オールレディース競争の優勝者 キョウソウ ユウショウシャ		4530		小野　　生奈		福　岡		福　岡		7.38		0.07		2,243		307		若松（平成30年9月）
浜名湖（平成31年1月）

						4502		遠藤　　エミ		滋　賀		滋　賀		7.2		0.14		1,944		271		江戸川（平成30年9月）

						4190		長嶋　　万記		静　岡		静　岡		7.15		0.17		1,937		273		津（平成30年8月）
常滑（平成30年9月）
蒲郡（平成30年10月）

						3845		中谷　　朋子		兵　庫		兵　庫		6.99		0.17		1,607		230		尼崎（平成30年8月）

						4050		田口　　節子		岡　山		岡　山		6.94		0.14		1,632		235		芦屋（平成31年4月）

						4885		大山　　千広		福　岡		福　岡		6.89		0.04		2,011		294		児島（平成30年11月）
鳴門（令和元年5月）

						4399		松本　　晶恵		群　馬		群　馬		6.89		0.09		1,701		247		びわこ（令和元年5月）

						3188		日高　　逸子		福　岡		宮　崎		6.69		0.11		2,187		329		福岡（平成30年10月）

						3618		海野　ゆかり		広　島		広　島		6.69		0.12		1,793		269		徳山（平成30年8月）

						4450		平高　　奈菜		香　川		愛　媛		6.55		0.01		1,054		163		住之江（平成31年4月）

						4611		今井　　美亜		福　井		富　山		6.51		0.01		1,881		290		宮島（平成30年10月）

						4627		藤原　　菜希		東　京		大　阪		5.9		0.35		1,574		268		大村（平成31年3月）
平和島（平成31年4月）

						4443		津田　　裕絵		山　口		山　口		5.66		0.09		1,674		296		多摩川（平成30年11月）

						4065		金田　　幸子		岡　山		岡　山		5.32		0.35		873		166		戸田（平成30年12月）

				17		4556		竹井　　奈美		福　岡		福　岡		6.91		0.24		1,782		258

				18		4482		守屋　　美穂		岡　山		岡　山		6.77		0.01		1,976		293

				19		4589		塩崎　　桐加		三　重		三　重		6.74		0.26		1,639		243

				20		4117		廣中　智紗衣		東　京		愛　知		6.74		0.1		1,577		236

				21		4123		細川　　裕子		愛　知		愛　知		6.42		0.31		1,290		203

				22		3674		岸　　　恵子		徳　島		徳　島		6.33		0.09		1,754		277

				23		4017		向井　　美鈴		山　口		山　口		6.23		0.12		1,658		267

				24		4011		堀之内紀代子		岡　山		岡　山		6.18		0.18		1,515		245

				25		4289		落合　　直子		大　阪		大　阪		6.14		0.08		1,590		259

				26		3900		香川　　素子		滋　賀		大　阪		6.11		0.13		1,667		276

				27		3611		岩崎　　芳美		徳　島		熊　本		6.09		0.2		1,456		240

				28		4225		土屋　　千明		群　馬		群　馬		6.09		0.2		1,261		209

				29		4347		魚谷　　香織		福　岡		山　口		6.08		0		724		119

				30		4372		原田　　佑実		大　阪		愛　知		6.04		0.09		1,287		214

				31		4804		高田　ひかる		三　重		三　重		6.02		0.33		1,318		219

				32		4433		川野　　芽唯		福　岡		福　岡		5.99		0.3		1,437		240

				33		3579		中里　　優子		埼　玉		東　京		5.99		0.23		1,354		227

				34		4304		藤崎　小百合		福　岡		鹿児島		5.89		0.21		1,254		219

				35		4501		樋口　由加里		岡　山		岡　山		5.84		0.24		1,274		218

				36		3302		谷川　　里江		愛　知		愛　知		5.82		0.11		1,829		317

				37		4183		宇野　　弥生		愛　知		埼　玉		5.82		0.07		1,794		309

				38		4313		西村　美智子		香　川		香　川		5.79		0.1		1,436		249

				39		3999		大瀧　明日香		愛　知		静　岡		5.79		0.27		1,124		196

				40		4590		渡邉　　優美		福　岡		福　岡		5.78		0.24		1,392		241

				41		4373		若狭　奈美子		岡　山		岡　山		5.77		0.2		1,384		240

				42		4730		土屋　実沙希		静　岡		静　岡		5.74		0.32		1,206		210

				43		4045		佐々木　裕美		山　口		山　口		5.69		0.01		1,519		269

				44		4678		水野　　望美		愛　知		愛　知		5.69		0.03		1,224		215

				45		3470		新田　　芳美		徳　島		徳　島		5.67		0.18		1,145		202

				46		4447		深川　麻奈美		福　岡		熊　本		5.61		0.3		1,223		218

				47		4519		清水　　沙樹		東　京		千　葉		5.6		0.18		1,075		193

				48		3801		五反田　　忍		大　阪		大　阪		5.58		0.02		1,467		263

				49		4927		関野　　　文		大　阪		大　阪		5.57		0.1		1,186		214

				50		3334		角　　ひとみ		広　島		広　島		5.55		0.16		1,455		262

				51		3175		渡辺　　千草		東　京		神奈川		5.46		0.21		1,381		254

				52		3289		高橋　　淳美		大　阪		岡　山		5.46		0.09		1,306		240



				予備1		3994		茶谷　　　桜		滋　賀		東　京		5.4		0.06		1,470		272

				予備2		4243		西村　　　歩		大　阪		大　阪		5.38		0.13		909		169

				予備3		3518		倉田　　郁美		静　岡		愛　知		5.35		0.02		1,144		216

				予備4		4286		平田　さやか		東　京		東　京		5.34		0.15		1,405		265

				予備5		4014		片岡　　恵里		山　口		岡　山		5.33		0.1		1,115		209

				予備6		3474		松瀬　　弘美		静　岡		静　岡		5.33		0.26		1,039		196

				予備7		4825		倉持　　莉々		東　京		茨　城		5.29		0.38		857		162

				予備8		4349		犬童　　千秋		福　岡		宮　崎		5.26		0.04		1,178		225

				予備9		4726		島田　なぎさ		埼　玉		埼　玉		5.25		0.08		829		158

				予備10		4569		中澤　　宏奈		東　京		東　京		5.13		0.28		924		183





選手一覧 (写真有無)

				優先出場・順位 ジュンイ		登番		氏名		下関女子 シモノセキジョシ		平和島 ヘイワジマ		ピット写真 シャシン		住之江 スミノエ		正面 ショウメン

				1		3232		山川　美由紀						〇				〇

				2		3435		寺田　　千恵		〇				〇				〇

				3		4530		小野　　生奈						〇				〇

				4		4502		遠藤　　エミ						〇				〇

				5		4190		長嶋　　万記						〇				〇

				6		3845		中谷　　朋子						〇		〇

				7		4050		田口　　節子				〇		〇				〇

				8		4885		大山　　千広						〇		〇		〇

				9		4399		松本　　晶恵						〇				〇

				10		3188		日高　　逸子						〇				〇

				11		3618		海野　ゆかり		〇				〇				〇

				12		4450		平高　　奈菜								〇

				13		4611		今井　　美亜						〇				〇

				14		4627		藤原　　菜希				〇

				15		4443		津田　　裕絵		〇								〇

				16		4065		金田　　幸子		〇

				17		4556		竹井　　奈美						〇				〇

				18		4482		守屋　　美穂				〇		〇				〇

				19		4589		塩崎　　桐加				〇		〇

				20		4117		廣中　智紗衣				〇						〇

				21		4123		細川　　裕子				〇		〇				〇

				22		3674		岸　　　恵子										〇

				23		4017		向井　　美鈴		〇						〇

				24		4011		堀之内紀代子				〇

				25		4289		落合　　直子						〇		〇		〇

				26		3900		香川　　素子						〇		〇

				27		3611		岩崎　　芳美		〇						〇

				28		4225		土屋　　千明						〇				〇

				29		4347		魚谷　　香織		〇		〇

				30		4372		原田　　佑実

				31		4804		高田　ひかる		〇		〇		〇

				32		4433		川野　　芽唯

				33		3579		中里　　優子		〇

				34		4304		藤崎　小百合		〇				〇				〇

				35		4501		樋口　由加里						〇		〇		〇

				36		3302		谷川　　里江

				37		4183		宇野　　弥生						〇				〇

				38		4313		西村　美智子				〇		〇				〇

				39		3999		大瀧　明日香

				40		4590		渡邉　　優美

				41		4373		若狭　奈美子								〇

				42		4730		土屋　実沙希				〇		〇				〇

				43		4045		佐々木　裕美		〇				〇				〇

				44		4678		水野　　望美						〇				〇

				45		3470		新田　　芳美		〇				〇				〇

				46		4447		深川　麻奈美						〇		〇		〇

				47		4519		清水　　沙樹				〇		〇				〇

				48		3801		五反田　　忍								〇

				49		4927		関野　　　文						〇		〇		〇

				50		3334		角　　ひとみ								〇

				51		3175		渡辺　　千草		〇						〇

				52		3289		高橋　　淳美		〇

				予備1		3994		茶谷　　　桜

				予備10		4569		中澤　　宏奈				〇

				予備2		4243		西村　　　歩						〇		〇

				予備3		3518		倉田　　郁美

				予備4		4286		平田　さやか				〇

				予備5		4014		片岡　　恵里		〇						〇

				予備6		3474		松瀬　　弘美								〇

				予備7		4825		倉持　　莉々						〇				〇

				予備8		4349		犬童　　千秋

				予備9		4726		島田　なぎさ						〇				〇





登場順

		登場順 トウジョウ ジュン		登録番号 トウロク バンゴウ		氏　名 シ メイ		フリガナ				登場順 トウジョウ ジュン		登録番号 トウロク バンゴウ		氏　名 シ メイ		フリガナ

		1										27

		2										28

		3										29

		4										30

		5										31

		6										32

		7										33

		8										34

		9										35

		10										36

		11										37

		12										38

		13										39

		14										40

		15										41

		16										42

		17										43

		18										44

		19										45

		20										46

		21										47

		22										48

		23										49

		24										50

		25										51

		26										52



































ファンシート

		花束ゾーンＡ ハナタバ								花束ゾーンＢ ハナタバ



		登場順 トウジョウ ジュン		選手名 センシュメイ						登場順 トウジョウ ジュン		選手名 センシュメイ

		1				選手 センシュ				8				選手 センシュ

		2				選手 センシュ				9				選手 センシュ

		3				選手 センシュ				10				選手 センシュ

		4				選手 センシュ				11				選手 センシュ

		5				選手 センシュ				12				選手 センシュ

		6				選手 センシュ				13				選手 センシュ

		7				選手 センシュ				14				選手 センシュ



		15				選手 センシュ				22				選手 センシュ

		16				選手 センシュ				23				選手 センシュ

		17				選手 センシュ				24				選手 センシュ

		18				選手 センシュ				25				選手 センシュ

		19				選手 センシュ				26				選手 センシュ

		20				選手 センシュ				27				選手 センシュ

		21				選手 センシュ				28				選手 センシュ



		29				選手 センシュ				35				選手 センシュ

		30				選手 センシュ				36				選手 センシュ

		31				選手 センシュ				37				選手 センシュ

		32				選手 センシュ				38				選手 センシュ

		33				選手 センシュ				39				選手 センシュ

		34				選手 センシュ				40				選手 センシュ



		41				選手 センシュ				47				選手 センシュ

		42				選手 センシュ				48				選手 センシュ

		43				選手 センシュ				49				選手 センシュ

		44				選手 センシュ				50				選手 センシュ

		45				選手 センシュ				51				選手 センシュ

		46				選手 センシュ				52				選手 センシュ






再登場順

				再 サイ		登場順 トウジョウ ジュン		挨拶順 アイサツ ジュン		登番		氏名		よみかた				再 サイ		登場順 トウジョウ ジュン		挨拶順 アイサツ ジュン		登番		氏名		よみかた

				①		1		10		4927		関野　　　文		せきの　あや				④		27		5		4123		細川　　裕子		ほそかわ　ゆうこ

						2		45		4885		大山　　千広		おおやま　ちひろ						28		41		4117		廣中　智紗衣		ひろなか　ちさえ

						3		26		4804		高田　ひかる		たかだ　ひかる						29		6		4065		金田　　幸子		かなだ　ゆきこ

						4		17		4730		土屋　実沙希		つちや　みさき						30		16		4045		佐々木　裕美		ささき　ひろみ

						5		1		4678		水野　　望美		みずの　のぞみ						31		34		4017		向井　　美鈴		むかい　みすず

						6		23		4627		藤原　　菜希		ふじはら　なつき						32		33		4011		堀之内紀代子		ほりのうち　きよこ

						7		36		4611		今井　　美亜		いまい　みあ				⑤		33		2		3999		大瀧　明日香		おおたき　あすか

						8		19		4590		渡邉　　優美		わたなべ　ゆみ						34		31		3900		香川　　素子		かがわ　もとこ

				②		9		42		4589		塩崎　　桐加		しおざき　ひさか						35		11		3801		五反田　　忍		ごたんだ　しのぶ

						10		46		4556		竹井　　奈美		たけい　なみ						36		35		3674		岸　　　恵子		きし　けいこ

						11		12		4519		清水　　沙樹		しみず　さき						37		38		3618		海野　ゆかり		うんの　ゆかり

						12		21		4501		樋口　由加里		ひぐち　ゆかり						38		30		3611		岩崎　　芳美		いわさき　よしみ

						13		43		4482		守屋　　美穂		もりや　みほ						39		24		3579		中里　　優子		なかさと　ゆうこ

						14		37		4450		平高　　奈菜		ひらたか　なな				⑥		40		15		3470		新田　　芳美		にった　よしみ

						15		13		4447		深川　麻奈美		ふかがわ　まなみ						41		9		3334		角　　ひとみ		すみ　ひとみ

						16		25		4443		津田　　裕絵		つだ　ひろえ						42		4		3302		谷川　　里江		たにかわ　りえ

				③		17		14		4433		川野　　芽唯		かわの　めい						43		7		3289		高橋　　淳美		たかはし　あつみ

						18		44		4399		松本　　晶恵		まつもと　あきえ						44		40		3232		山川　美由紀		やまかわ　みゆき

						19		18		4373		若狭　奈美子		わかさ　なみこ						45		39		3188		日高　　逸子		ひだか　いつこ

						20		27		4372		原田　　佑実		はらだ　ゆみ						46		8		3175		渡辺　　千草		わたなべ　ちぐさ

						21		28		4347		魚谷　　香織		うおたに　かおり				⑦		47		47		4050		田口　　節子		たぐち　せつこ

						22		20		4313		西村　美智子		にしむら　みちこ						48		48		3845		中谷　　朋子		なかたに　ともこ

						23		22		4304		藤崎　小百合		ふじさき　さゆり						49		49		4190		長嶋　　万記		ながしま　まき

						24		32		4289		落合　　直子		おちあい　なおこ						50		50		4502		遠藤　　エミ		えんどう　えみ

				④		25		29		4225		土屋　　千明		つちや　ちあき						51		51		3435		寺田　　千恵		てらだ　ちえ

						26		3		4183		宇野　　弥生		うの　やよい						52		52		4530		小野　　生奈		おの　せいな







L字スタンド

						登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名

				A		1		水野　　望美		選手 センシュ				B		2		大瀧　明日香		選手 センシュ				C		3		宇野　　弥生		選手 センシュ				D		4		谷川　　里江		選手 センシュ				E		5		細川　　裕子		選手 センシュ				F		6		金田　　幸子		選手 センシュ				G		7		高橋　　淳美		選手 センシュ

						8		渡辺　　千草		選手 センシュ						9		角　　ひとみ		選手 センシュ						10		関野　　　文		選手 センシュ						11		五反田　　忍		選手 センシュ						12		清水　　沙樹		選手 センシュ						13		深川　麻奈美		選手 センシュ						14		津田　　裕絵		選手 センシュ

						15		新田　　芳美		選手 センシュ						16		佐々木　裕美		選手 センシュ						17		土屋　実沙希		選手 センシュ						18		若狭　奈美子		選手 センシュ						19		渡邉　　優美		選手 センシュ						20		西村　美智子		選手 センシュ						21		樋口　由加里		選手 センシュ

						22		藤崎　小百合		選手 センシュ						23		藤原　　菜希		選手 センシュ						24		中里　　優子		選手 センシュ						25		川野　　芽唯		選手 センシュ						26		高田　ひかる		選手 センシュ						27		原田　　佑実		選手 センシュ						28		魚谷　　香織		選手 センシュ

						29		土屋　　千明		選手 センシュ						30		岩崎　　芳美		選手 センシュ						31		香川　　素子		選手 センシュ						32		落合　　直子		選手 センシュ						33		堀之内紀代子		選手 センシュ						34		向井　　美鈴		選手 センシュ						35		岸　　　恵子		選手 センシュ

						36		今井　　美亜		選手 センシュ						37		平高　　奈菜		選手 センシュ						38		海野　ゆかり		選手 センシュ						39		日高　　逸子		選手 センシュ						40		山川　美由紀		選手 センシュ						41		廣中　智紗衣		選手 センシュ						42		塩崎　　桐加		選手 センシュ

						43		守屋　　美穂		選手 センシュ						44		松本　　晶恵		選手 センシュ						45		大山　　千広		選手 センシュ						46		竹井　　奈美		選手 センシュ						47		田口　　節子		選手 センシュ						48		中谷　　朋子		選手 センシュ						49		長嶋　　万記		選手 センシュ

						50		遠藤　　エミ		選手 センシュ						51		寺田　　千恵		選手 センシュ						52		小野　　生奈		選手 センシュ



















								茶谷　　　桜

								西村　　　歩

								倉田　　郁美

								平田　さやか

								片岡　　恵里





ファンシート用

				登場順 トウジョウ ジュン		氏名 シメイ						登場順 トウジョウ ジュン		氏名 シメイ

				1		水野　　望美		選手 センシュ				27		原田　　佑実		選手 センシュ

				2		大瀧　明日香		選手 センシュ				28		魚谷　　香織		選手 センシュ

				3		宇野　　弥生		選手 センシュ				29		土屋　　千明		選手 センシュ

				4		谷川　　里江		選手 センシュ				30		岩崎　　芳美		選手 センシュ

				5		細川　　裕子		選手 センシュ				31		香川　　素子		選手 センシュ

				6		金田　　幸子		選手 センシュ				32		落合　　直子		選手 センシュ

				7		高橋　　淳美		選手 センシュ				33		堀之内紀代子		選手 センシュ

				8		渡辺　　千草		選手 センシュ				34		向井　　美鈴		選手 センシュ

				9		角　　ひとみ		選手 センシュ				35		岸　　　恵子		選手 センシュ

				10		関野　　　文		選手 センシュ				36		今井　　美亜		選手 センシュ

				11		五反田　　忍		選手 センシュ				37		平高　　奈菜		選手 センシュ

				12		清水　　沙樹		選手 センシュ				38		海野　ゆかり		選手 センシュ

				13		深川　麻奈美		選手 センシュ				39		日高　　逸子		選手 センシュ

				14		津田　　裕絵		選手 センシュ				40		山川　美由紀		選手 センシュ

				15		新田　　芳美		選手 センシュ				41		廣中　智紗衣		選手 センシュ

				16		佐々木　裕美		選手 センシュ				42		塩崎　　桐加		選手 センシュ

				17		土屋　実沙希		選手 センシュ				43		守屋　　美穂		選手 センシュ

				18		若狭　奈美子		選手 センシュ				44		松本　　晶恵		選手 センシュ

				19		渡邉　　優美		選手 センシュ				45		大山　　千広		選手 センシュ

				20		西村　美智子		選手 センシュ				46		竹井　　奈美		選手 センシュ

				21		樋口　由加里		選手 センシュ				47		田口　　節子		選手 センシュ

				22		藤崎　小百合		選手 センシュ				48		中谷　　朋子		選手 センシュ

				23		藤原　　菜希		選手 センシュ				49		長嶋　　万記		選手 センシュ

				24		中里　　優子		選手 センシュ				50		遠藤　　エミ		選手 センシュ

				25		川野　　芽唯		選手 センシュ				51		寺田　　千恵		選手 センシュ

				26		高田　ひかる		選手 センシュ				52		小野　　生奈		選手 センシュ



























































出場順確認

				Ladies and Gentlemen,Boatrace Gamagori
33rd  LADIES CHANPIONSHIP ,the show will begin soon

				登場順 トウジョウ ジュン		登番		氏名		よみかた		ローマ字 ジ		支部		勝率		備考		優先出場・順位 ジュンイ

				1		4678		水野　　望美		みずの　のぞみ		NOZOMI MIZUNO		愛　知		5.69				44

				2		3999		大瀧　明日香		おおたき　あすか		ASUKA OTAKI		愛　知		5.79				39

				3		4183		宇野　　弥生		うの　やよい		YAYOI UNO		愛　知		5.82				37

				4		3302		谷川　　里江		たにかわ　りえ		RIE TANIKAWA		愛　知		5.82				36

				5		4123		細川　　裕子		ほそかわ　ゆうこ		YUKO HOSOKAWA		愛　知		6.42				21

				6		4065		金田　　幸子		かなだ　ゆきこ		YUKIKO　KANADA		岡　山		5.32		戸田（平成30年12月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				7		3289		高橋　　淳美		たかはし　あつみ		ATSUMI TAKAHASHI		大　阪		5.46				52

				8		3175		渡辺　　千草		わたなべ　ちぐさ		CHIGUSA WATANABE		東　京		5.46				51

				9		3334		角　　ひとみ		すみ　ひとみ		HITOMI SUMI		広　島		5.55				50

				10		4927		関野　　　文		せきの　あや		AYA SEKINO		大　阪		5.57				49

				11		3801		五反田　　忍		ごたんだ　しのぶ		SHINOBU GOTANDA		大　阪		5.58				48

				12		4519		清水　　沙樹		しみず　さき		SAKI SHIMIZU		東　京		5.60				47

				13		4447		深川　麻奈美		ふかがわ　まなみ		MANAMI FUKAGAWA		福　岡		5.61				46

				14		4443		津田　　裕絵		つだ　ひろえ		HIROE TSUDA		山　口		5.66		多摩川（平成30年11月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				15		3470		新田　　芳美		にった　よしみ		YOSHIMI NITTA		徳　島		5.67				45

				16		4045		佐々木　裕美		ささき　ひろみ		HIROMI SASAKI		山　口		5.69				43

				17		4730		土屋　実沙希		つちや　みさき		MISAKI TSUCHIYA		静　岡		5.74				42

				18		4373		若狭　奈美子		わかさ　なみこ		NAMIKO WAKASA 		岡　山		5.77				41

				19		4590		渡邉　　優美		わたなべ　ゆみ		YUMI WATANABE		福　岡		5.78				40

				20		4313		西村　美智子		にしむら　みちこ		MICHIKO NISHIMURA		香　川		5.79				38

				21		4501		樋口　由加里		ひぐち　ゆかり		YUKARI HIGUCHI		岡　山		5.84				35

				22		4304		藤崎　小百合		ふじさき　さゆり		SAYURI FUJISAKI		福　岡		5.89				34

				23		4627		藤原　　菜希		ふじわら　なつき		NATSUKI FUJIWARA		東　京		5.90		大村（平成31年3月）
平和島（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				24		3579		中里　　優子		なかさと　ゆうこ		YUKO NAKASATO		埼　玉		5.99				33

				25		4433		川野　　芽唯		かわの　めい		MEI KAWANO		福　岡		5.99				32

				26		4804		高田　ひかる		たかだ　ひかる		HIKARU TAKADA		三　重		6.02				31

				27		4372		原田　　佑実		はらだ　ゆみ		YUMI HARADA		大　阪		6.04				30

				28		4347		魚谷　　香織		うおたに　かおり		KAORI UOTANI		福　岡		6.08				29

				29		4225		土屋　　千明		つちや　ちあき		CHIAKI TSUCHIYA		群　馬		6.09				28

				30		3611		岩崎　　芳美		いわさき　よしみ		YOSHIMI IWASAKI		徳　島		6.09				27

				31		3900		香川　　素子		かがわ　もとこ		MOTOKO KAGAWA		滋　賀		6.11				26

				32		4289		落合　　直子		おちあい　なおこ		NAOKO OCHIAI		大　阪		6.14				25

				33		4011		堀之内紀代子		ほりのうち　きよこ		KIYOKO HORINOUCHI		岡　山		6.18				24

				34		4017		向井　　美鈴		むかい　みすず		MISUZU MUKAI		山　口		6.23				23

				35		3674		岸　　　恵子		きし　けいこ		KEIKO KISHI		徳　島		6.33				22

				36		4611		今井　　美亜		いまい　みあ		MIA IMAI		福　井		6.51		宮島（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				37		4450		平高　　奈菜		ひらたか　なな		NANA HIRATAKA		香　川		6.55		住之江（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				38		3618		海野　ゆかり		うんの　ゆかり		YUKARI UNNO		広　島		6.69		徳山（平成30年8月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				39		3188		日高　　逸子		ひだか　いつこ		ITSUKO　HIDAKA		福　岡		6.69		福岡（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				40		3232		山川　美由紀		やまかわ　みゆき		MIYUKI YAMAKAWA		香　川		6.71		丸亀（平成30年12月）
鳴門（平成31年1月）		前年度優勝者

				41		4117		廣中　智紗衣		ひろなか　ちさえ		CHISAE HIRONAKA		東　京		6.74				20

				42		4589		塩崎　　桐加		しおざき　ひさか		HISAKA SHIOZAKI		三　重		6.74				19

				43		4482		守屋　　美穂		もりや　みほ		MIHO MORIYA		岡　山		6.77				18

				44		4399		松本　　晶恵		まつもと　あきえ		AKIE MATSUMOTO		群　馬		6.89		びわこ（令和元年5月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				45		4885		大山　　千広		おおやま　ちひろ		CHIHIRO OYAMA		福　岡		6.89		児島（平成30年11月）
鳴門（令和元年5月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				46		4556		竹井　　奈美		たけい　なみ		NAMI TAKEI		福　岡		6.91				17

				47		4050		田口　　節子		たぐち　せつこ		SETSUKO TAGUCHI		岡　山		6.94		芦屋（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				48		3845		中谷　　朋子		なかたに　ともこ		TOMOKO NAKATANI		兵　庫		6.99		尼崎（平成30年8月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				49		4190		長嶋　　万記		ながしま　まき		MAKI NAGASHIMA		静　岡		7.15		津（平成30年8月）
常滑（平成30年9月）
蒲郡（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				50		4502		遠藤　　エミ		えんどう　えみ		EMI ENDO		滋　賀		7.20		江戸川（平成30年9月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				51		3435		寺田　　千恵		てらだ　ちえ		CHIE TERADA		岡　山		7.37		住之江（平成31年2月）
下関（令和元年5月）		レディースオールスター優勝者

				52		4530		小野　　生奈		おの　せいな		SEINA ONO		福　岡		7.38		若松（平成30年9月）
浜名湖（平成31年1月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ



						3994		茶谷　　　桜		ちゃたに　さくら		SAKURA CHYATANI		滋　賀		5.40				予備1

						4243		西村　　　歩		にしむら　あゆみ		AYUMI NISIMURA		大　阪		5.38				予備2

						3518		倉田　　郁美		くらた　いくみ		IKUMI KURATA		静　岡		5.35				予備3

						4286		平田　さやか		ひらた　さやか		SAYAKA HIRATA		東　京		5.34				予備4

						4014		片岡　　恵里		かたおか　えり		ERI KATAOKA		山　口		5.33				予備5





選手一覧

				優先出場・順位 ジュンイ		登番		氏名		支部		出身地		勝率		事故率		着順点合計点 ゴウケイ テン		出場回数 カイスウ		備考

				前年度優勝者		3232		山川　美由紀		香　川		香　川		6.71		0		1,611		242		丸亀（平成30年12月）
鳴門（平成31年1月）

				レディースオールスター優勝者		3435		寺田　　千恵		岡　山		福　岡		7.37		0		2,071		281		住之江（平成31年2月）
下関（令和元年5月）

				オールレディース競争の優勝者 キョウソウ ユウショウシャ		4530		小野　　生奈		福　岡		福　岡		7.38		0.07		2,243		307		若松（平成30年9月）
浜名湖（平成31年1月）

						4502		遠藤　　エミ		滋　賀		滋　賀		7.2		0.14		1,944		271		江戸川（平成30年9月）

						4190		長嶋　　万記		静　岡		静　岡		7.15		0.17		1,937		273		津（平成30年8月）
常滑（平成30年9月）
蒲郡（平成30年10月）

						3845		中谷　　朋子		兵　庫		兵　庫		6.99		0.17		1,607		230		尼崎（平成30年8月）

						4050		田口　　節子		岡　山		岡　山		6.94		0.14		1,632		235		芦屋（平成31年4月）

						4885		大山　　千広		福　岡		福　岡		6.89		0.04		2,011		294		児島（平成30年11月）
鳴門（令和元年5月）

						4399		松本　　晶恵		群　馬		群　馬		6.89		0.09		1,701		247		びわこ（令和元年5月）

						3188		日高　　逸子		福　岡		宮　崎		6.69		0.11		2,187		329		福岡（平成30年10月）

						3618		海野　ゆかり		広　島		広　島		6.69		0.12		1,793		269		徳山（平成30年8月）

						4450		平高　　奈菜		香　川		愛　媛		6.55		0.01		1,054		163		住之江（平成31年4月）

						4611		今井　　美亜		福　井		富　山		6.51		0.01		1,881		290		宮島（平成30年10月）

						4627		藤原　　菜希		東　京		大　阪		5.9		0.35		1,574		268		大村（平成31年3月）
平和島（平成31年4月）

						4443		津田　　裕絵		山　口		山　口		5.66		0.09		1,674		296		多摩川（平成30年11月）

						4065		金田　　幸子		岡　山		岡　山		5.32		0.35		873		166		戸田（平成30年12月）

				17		4556		竹井　　奈美		福　岡		福　岡		6.91		0.24		1,782		258

				18		4482		守屋　　美穂		岡　山		岡　山		6.77		0.01		1,976		293

				19		4589		塩崎　　桐加		三　重		三　重		6.74		0.26		1,639		243

				20		4117		廣中　智紗衣		東　京		愛　知		6.74		0.1		1,577		236

				21		4123		細川　　裕子		愛　知		愛　知		6.42		0.31		1,290		203

				22		3674		岸　　　恵子		徳　島		徳　島		6.33		0.09		1,754		277

				23		4017		向井　　美鈴		山　口		山　口		6.23		0.12		1,658		267

				24		4011		堀之内紀代子		岡　山		岡　山		6.18		0.18		1,515		245

				25		4289		落合　　直子		大　阪		大　阪		6.14		0.08		1,590		259

				26		3900		香川　　素子		滋　賀		大　阪		6.11		0.13		1,667		276

				27		3611		岩崎　　芳美		徳　島		熊　本		6.09		0.2		1,456		240

				28		4225		土屋　　千明		群　馬		群　馬		6.09		0.2		1,261		209

				29		4347		魚谷　　香織		福　岡		山　口		6.08		0		724		119

				30		4372		原田　　佑実		大　阪		愛　知		6.04		0.09		1,287		214

				31		4804		高田　ひかる		三　重		三　重		6.02		0.33		1,318		219

				32		4433		川野　　芽唯		福　岡		福　岡		5.99		0.3		1,437		240

				33		3579		中里　　優子		埼　玉		東　京		5.99		0.23		1,354		227

				34		4304		藤崎　小百合		福　岡		鹿児島		5.89		0.21		1,254		219

				35		4501		樋口　由加里		岡　山		岡　山		5.84		0.24		1,274		218

				36		3302		谷川　　里江		愛　知		愛　知		5.82		0.11		1,829		317

				37		4183		宇野　　弥生		愛　知		埼　玉		5.82		0.07		1,794		309

				38		4313		西村　美智子		香　川		香　川		5.79		0.1		1,436		249

				39		3999		大瀧　明日香		愛　知		静　岡		5.79		0.27		1,124		196

				40		4590		渡邉　　優美		福　岡		福　岡		5.78		0.24		1,392		241

				41		4373		若狭　奈美子		岡　山		岡　山		5.77		0.2		1,384		240

				42		4730		土屋　実沙希		静　岡		静　岡		5.74		0.32		1,206		210

				43		4045		佐々木　裕美		山　口		山　口		5.69		0.01		1,519		269

				44		4678		水野　　望美		愛　知		愛　知		5.69		0.03		1,224		215

				45		3470		新田　　芳美		徳　島		徳　島		5.67		0.18		1,145		202

				46		4447		深川　麻奈美		福　岡		熊　本		5.61		0.3		1,223		218

				47		4519		清水　　沙樹		東　京		千　葉		5.6		0.18		1,075		193

				48		3801		五反田　　忍		大　阪		大　阪		5.58		0.02		1,467		263

				49		4927		関野　　　文		大　阪		大　阪		5.57		0.1		1,186		214

				50		3334		角　　ひとみ		広　島		広　島		5.55		0.16		1,455		262

				51		3175		渡辺　　千草		東　京		神奈川		5.46		0.21		1,381		254

				52		3289		高橋　　淳美		大　阪		岡　山		5.46		0.09		1,306		240



				予備1		3994		茶谷　　　桜		滋　賀		東　京		5.4		0.06		1,470		272

				予備2		4243		西村　　　歩		大　阪		大　阪		5.38		0.13		909		169

				予備3		3518		倉田　　郁美		静　岡		愛　知		5.35		0.02		1,144		216

				予備4		4286		平田　さやか		東　京		東　京		5.34		0.15		1,405		265

				予備5		4014		片岡　　恵里		山　口		岡　山		5.33		0.1		1,115		209

				予備6		3474		松瀬　　弘美		静　岡		静　岡		5.33		0.26		1,039		196

				予備7		4825		倉持　　莉々		東　京		茨　城		5.29		0.38		857		162

				予備8		4349		犬童　　千秋		福　岡		宮　崎		5.26		0.04		1,178		225

				予備9		4726		島田　なぎさ		埼　玉		埼　玉		5.25		0.08		829		158

				予備10		4569		中澤　　宏奈		東　京		東　京		5.13		0.28		924		183





選手一覧 (写真有無)

				優先出場・順位 ジュンイ		登番		氏名		下関女子 シモノセキジョシ		平和島 ヘイワジマ		ピット写真 シャシン		住之江 スミノエ		正面 ショウメン

				1		3232		山川　美由紀						〇				〇

				2		3435		寺田　　千恵		〇				〇				〇

				3		4530		小野　　生奈						〇				〇

				4		4502		遠藤　　エミ						〇				〇

				5		4190		長嶋　　万記						〇				〇

				6		3845		中谷　　朋子						〇		〇

				7		4050		田口　　節子				〇		〇				〇

				8		4885		大山　　千広						〇		〇		〇

				9		4399		松本　　晶恵						〇				〇

				10		3188		日高　　逸子						〇				〇

				11		3618		海野　ゆかり		〇				〇				〇

				12		4450		平高　　奈菜								〇

				13		4611		今井　　美亜						〇				〇

				14		4627		藤原　　菜希				〇

				15		4443		津田　　裕絵		〇								〇

				16		4065		金田　　幸子		〇

				17		4556		竹井　　奈美						〇				〇

				18		4482		守屋　　美穂				〇		〇				〇

				19		4589		塩崎　　桐加				〇		〇

				20		4117		廣中　智紗衣				〇						〇

				21		4123		細川　　裕子				〇		〇				〇

				22		3674		岸　　　恵子										〇

				23		4017		向井　　美鈴		〇						〇

				24		4011		堀之内紀代子				〇

				25		4289		落合　　直子						〇		〇		〇

				26		3900		香川　　素子						〇		〇

				27		3611		岩崎　　芳美		〇						〇

				28		4225		土屋　　千明						〇				〇

				29		4347		魚谷　　香織		〇		〇

				30		4372		原田　　佑実

				31		4804		高田　ひかる		〇		〇		〇

				32		4433		川野　　芽唯

				33		3579		中里　　優子		〇

				34		4304		藤崎　小百合		〇				〇				〇

				35		4501		樋口　由加里						〇		〇		〇

				36		3302		谷川　　里江

				37		4183		宇野　　弥生						〇				〇

				38		4313		西村　美智子				〇		〇				〇

				39		3999		大瀧　明日香

				40		4590		渡邉　　優美

				41		4373		若狭　奈美子								〇

				42		4730		土屋　実沙希				〇		〇				〇

				43		4045		佐々木　裕美		〇				〇				〇

				44		4678		水野　　望美						〇				〇

				45		3470		新田　　芳美		〇				〇				〇

				46		4447		深川　麻奈美						〇		〇		〇

				47		4519		清水　　沙樹				〇		〇				〇

				48		3801		五反田　　忍								〇

				49		4927		関野　　　文						〇		〇		〇

				50		3334		角　　ひとみ								〇

				51		3175		渡辺　　千草		〇						〇

				52		3289		高橋　　淳美		〇

				予備1		3994		茶谷　　　桜

				予備10		4569		中澤　　宏奈				〇

				予備2		4243		西村　　　歩						〇		〇

				予備3		3518		倉田　　郁美

				予備4		4286		平田　さやか				〇

				予備5		4014		片岡　　恵里		〇						〇

				予備6		3474		松瀬　　弘美								〇

				予備7		4825		倉持　　莉々						〇				〇

				予備8		4349		犬童　　千秋

				予備9		4726		島田　なぎさ						〇				〇





登場順

		登場順 トウジョウ ジュン		登録番号 トウロク バンゴウ		氏　名 シ メイ		フリガナ				登場順 トウジョウ ジュン		登録番号 トウロク バンゴウ		氏　名 シ メイ		フリガナ

		1										27

		2										28

		3										29

		4										30

		5										31

		6										32

		7										33

		8										34

		9										35

		10										36

		11										37

		12										38

		13										39

		14										40

		15										41

		16										42

		17										43

		18										44

		19										45

		20										46

		21										47

		22										48

		23										49

		24										50

		25										51

		26										52



































ファンシート

		花束ゾーンＡ ハナタバ								花束ゾーンＢ ハナタバ



		登場順 トウジョウ ジュン		選手名 センシュメイ						登場順 トウジョウ ジュン		選手名 センシュメイ

		1				選手 センシュ				8				選手 センシュ

		2				選手 センシュ				9				選手 センシュ

		3				選手 センシュ				10				選手 センシュ

		4				選手 センシュ				11				選手 センシュ

		5				選手 センシュ				12				選手 センシュ

		6				選手 センシュ				13				選手 センシュ

		7				選手 センシュ				14				選手 センシュ



		15				選手 センシュ				22				選手 センシュ

		16				選手 センシュ				23				選手 センシュ

		17				選手 センシュ				24				選手 センシュ

		18				選手 センシュ				25				選手 センシュ

		19				選手 センシュ				26				選手 センシュ

		20				選手 センシュ				27				選手 センシュ

		21				選手 センシュ				28				選手 センシュ



		29				選手 センシュ				35				選手 センシュ

		30				選手 センシュ				36				選手 センシュ

		31				選手 センシュ				37				選手 センシュ

		32				選手 センシュ				38				選手 センシュ

		33				選手 センシュ				39				選手 センシュ

		34				選手 センシュ				40				選手 センシュ



		41				選手 センシュ				47				選手 センシュ

		42				選手 センシュ				48				選手 センシュ

		43				選手 センシュ				49				選手 センシュ

		44				選手 センシュ				50				選手 センシュ

		45				選手 センシュ				51				選手 センシュ

		46				選手 センシュ				52				選手 センシュ






再登場順

				再 サイ		登場順 トウジョウ ジュン		挨拶順 アイサツ ジュン		登番		氏名		よみかた				再 サイ		登場順 トウジョウ ジュン		挨拶順 アイサツ ジュン		登番		氏名		よみかた

				①		1		10		4927		関野　　　文		せきの　あや				④		27		5		4123		細川　　裕子		ほそかわ　ゆうこ

						2		45		4885		大山　　千広		おおやま　ちひろ						28		41		4117		廣中　智紗衣		ひろなか　ちさえ

						3		26		4804		高田　ひかる		たかだ　ひかる						29		6		4065		金田　　幸子		かなだ　ゆきこ

						4		17		4730		土屋　実沙希		つちや　みさき						30		16		4045		佐々木　裕美		ささき　ひろみ

						5		1		4678		水野　　望美		みずの　のぞみ						31		34		4017		向井　　美鈴		むかい　みすず

						6		23		4627		藤原　　菜希		ふじはら　なつき						32		33		4011		堀之内紀代子		ほりのうち　きよこ

						7		36		4611		今井　　美亜		いまい　みあ				⑤		33		2		3999		大瀧　明日香		おおたき　あすか

						8		19		4590		渡邉　　優美		わたなべ　ゆみ						34		31		3900		香川　　素子		かがわ　もとこ

				②		9		42		4589		塩崎　　桐加		しおざき　ひさか						35		11		3801		五反田　　忍		ごたんだ　しのぶ

						10		46		4556		竹井　　奈美		たけい　なみ						36		35		3674		岸　　　恵子		きし　けいこ

						11		12		4519		清水　　沙樹		しみず　さき						37		38		3618		海野　ゆかり		うんの　ゆかり

						12		21		4501		樋口　由加里		ひぐち　ゆかり						38		30		3611		岩崎　　芳美		いわさき　よしみ

						13		43		4482		守屋　　美穂		もりや　みほ						39		24		3579		中里　　優子		なかさと　ゆうこ

						14		37		4450		平高　　奈菜		ひらたか　なな				⑥		40		15		3470		新田　　芳美		にった　よしみ

						15		13		4447		深川　麻奈美		ふかがわ　まなみ						41		9		3334		角　　ひとみ		すみ　ひとみ

						16		25		4443		津田　　裕絵		つだ　ひろえ						42		4		3302		谷川　　里江		たにかわ　りえ

				③		17		14		4433		川野　　芽唯		かわの　めい						43		7		3289		高橋　　淳美		たかはし　あつみ

						18		44		4399		松本　　晶恵		まつもと　あきえ						44		40		3232		山川　美由紀		やまかわ　みゆき

						19		18		4373		若狭　奈美子		わかさ　なみこ						45		39		3188		日高　　逸子		ひだか　いつこ

						20		27		4372		原田　　佑実		はらだ　ゆみ						46		8		3175		渡辺　　千草		わたなべ　ちぐさ

						21		28		4347		魚谷　　香織		うおたに　かおり				⑦		47		47		4050		田口　　節子		たぐち　せつこ

						22		20		4313		西村　美智子		にしむら　みちこ						48		48		3845		中谷　　朋子		なかたに　ともこ

						23		22		4304		藤崎　小百合		ふじさき　さゆり						49		49		4190		長嶋　　万記		ながしま　まき

						24		32		4289		落合　　直子		おちあい　なおこ						50		50		4502		遠藤　　エミ		えんどう　えみ

				④		25		29		4225		土屋　　千明		つちや　ちあき						51		51		3435		寺田　　千恵		てらだ　ちえ

						26		3		4183		宇野　　弥生		うの　やよい						52		52		4530		小野　　生奈		おの　せいな







L字スタンド

						登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名

				A		1		水野　　望美		選手 センシュ				B		2		大瀧　明日香		選手 センシュ				C		3		宇野　　弥生		選手 センシュ				D		4		谷川　　里江		選手 センシュ				E		5		細川　　裕子		選手 センシュ				F		6		金田　　幸子		選手 センシュ				G		7		高橋　　淳美		選手 センシュ

						8		渡辺　　千草		選手 センシュ						9		角　　ひとみ		選手 センシュ						10		関野　　　文		選手 センシュ						11		五反田　　忍		選手 センシュ						12		清水　　沙樹		選手 センシュ						13		深川　麻奈美		選手 センシュ						14		津田　　裕絵		選手 センシュ

						15		新田　　芳美		選手 センシュ						16		佐々木　裕美		選手 センシュ						17		土屋　実沙希		選手 センシュ						18		若狭　奈美子		選手 センシュ						19		渡邉　　優美		選手 センシュ						20		西村　美智子		選手 センシュ						21		樋口　由加里		選手 センシュ

						22		藤崎　小百合		選手 センシュ						23		藤原　　菜希		選手 センシュ						24		中里　　優子		選手 センシュ						25		川野　　芽唯		選手 センシュ						26		高田　ひかる		選手 センシュ						27		原田　　佑実		選手 センシュ						28		魚谷　　香織		選手 センシュ

						29		土屋　　千明		選手 センシュ						30		岩崎　　芳美		選手 センシュ						31		香川　　素子		選手 センシュ						32		落合　　直子		選手 センシュ						33		堀之内紀代子		選手 センシュ						34		向井　　美鈴		選手 センシュ						35		岸　　　恵子		選手 センシュ

						36		今井　　美亜		選手 センシュ						37		平高　　奈菜		選手 センシュ						38		海野　ゆかり		選手 センシュ						39		日高　　逸子		選手 センシュ						40		山川　美由紀		選手 センシュ						41		廣中　智紗衣		選手 センシュ						42		塩崎　　桐加		選手 センシュ

						43		守屋　　美穂		選手 センシュ						44		松本　　晶恵		選手 センシュ						45		大山　　千広		選手 センシュ						46		竹井　　奈美		選手 センシュ						47		田口　　節子		選手 センシュ						48		中谷　　朋子		選手 センシュ						49		長嶋　　万記		選手 センシュ

						50		遠藤　　エミ		選手 センシュ						51		寺田　　千恵		選手 センシュ						52		小野　　生奈		選手 センシュ



















								茶谷　　　桜

								西村　　　歩

								倉田　　郁美

								平田　さやか

								片岡　　恵里





ファンシート用

				登場順 トウジョウ ジュン		氏名 シメイ						登場順 トウジョウ ジュン		氏名 シメイ

				1		水野　　望美		選手 センシュ				27		原田　　佑実		選手 センシュ

				2		大瀧　明日香		選手 センシュ				28		魚谷　　香織		選手 センシュ

				3		宇野　　弥生		選手 センシュ				29		土屋　　千明		選手 センシュ

				4		谷川　　里江		選手 センシュ				30		岩崎　　芳美		選手 センシュ

				5		細川　　裕子		選手 センシュ				31		香川　　素子		選手 センシュ

				6		金田　　幸子		選手 センシュ				32		落合　　直子		選手 センシュ

				7		高橋　　淳美		選手 センシュ				33		堀之内紀代子		選手 センシュ

				8		渡辺　　千草		選手 センシュ				34		向井　　美鈴		選手 センシュ

				9		角　　ひとみ		選手 センシュ				35		岸　　　恵子		選手 センシュ

				10		関野　　　文		選手 センシュ				36		今井　　美亜		選手 センシュ

				11		五反田　　忍		選手 センシュ				37		平高　　奈菜		選手 センシュ

				12		清水　　沙樹		選手 センシュ				38		海野　ゆかり		選手 センシュ

				13		深川　麻奈美		選手 センシュ				39		日高　　逸子		選手 センシュ

				14		津田　　裕絵		選手 センシュ				40		山川　美由紀		選手 センシュ

				15		新田　　芳美		選手 センシュ				41		廣中　智紗衣		選手 センシュ

				16		佐々木　裕美		選手 センシュ				42		塩崎　　桐加		選手 センシュ

				17		土屋　実沙希		選手 センシュ				43		守屋　　美穂		選手 センシュ

				18		若狭　奈美子		選手 センシュ				44		松本　　晶恵		選手 センシュ

				19		渡邉　　優美		選手 センシュ				45		大山　　千広		選手 センシュ

				20		西村　美智子		選手 センシュ				46		竹井　　奈美		選手 センシュ

				21		樋口　由加里		選手 センシュ				47		田口　　節子		選手 センシュ

				22		藤崎　小百合		選手 センシュ				48		中谷　　朋子		選手 センシュ

				23		藤原　　菜希		選手 センシュ				49		長嶋　　万記		選手 センシュ

				24		中里　　優子		選手 センシュ				50		遠藤　　エミ		選手 センシュ

				25		川野　　芽唯		選手 センシュ				51		寺田　　千恵		選手 センシュ

				26		高田　ひかる		選手 センシュ				52		小野　　生奈		選手 センシュ



























































出場順確認

				Ladies and Gentlemen,Boatrace Gamagori
33rd  LADIES CHANPIONSHIP ,the show will begin soon

				登場順 トウジョウ ジュン		登番		氏名		よみかた		ローマ字 ジ		支部		勝率		備考		優先出場・順位 ジュンイ

				1		4678		水野　　望美		みずの　のぞみ		NOZOMI MIZUNO		愛　知		5.69				44

				2		3999		大瀧　明日香		おおたき　あすか		ASUKA OTAKI		愛　知		5.79				39

				3		4183		宇野　　弥生		うの　やよい		YAYOI UNO		愛　知		5.82				37

				4		3302		谷川　　里江		たにかわ　りえ		RIE TANIKAWA		愛　知		5.82				36

				5		4123		細川　　裕子		ほそかわ　ゆうこ		YUKO HOSOKAWA		愛　知		6.42				21

				6		4065		金田　　幸子		かなだ　ゆきこ		YUKIKO　KANADA		岡　山		5.32		戸田（平成30年12月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				7		3289		高橋　　淳美		たかはし　あつみ		ATSUMI TAKAHASHI		大　阪		5.46				52

				8		3175		渡辺　　千草		わたなべ　ちぐさ		CHIGUSA WATANABE		東　京		5.46				51

				9		3334		角　　ひとみ		すみ　ひとみ		HITOMI SUMI		広　島		5.55				50

				10		4927		関野　　　文		せきの　あや		AYA SEKINO		大　阪		5.57				49

				11		3801		五反田　　忍		ごたんだ　しのぶ		SHINOBU GOTANDA		大　阪		5.58				48

				12		4519		清水　　沙樹		しみず　さき		SAKI SHIMIZU		東　京		5.60				47

				13		4447		深川　麻奈美		ふかがわ　まなみ		MANAMI FUKAGAWA		福　岡		5.61				46

				14		4443		津田　　裕絵		つだ　ひろえ		HIROE TSUDA		山　口		5.66		多摩川（平成30年11月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				15		3470		新田　　芳美		にった　よしみ		YOSHIMI NITTA		徳　島		5.67				45

				16		4045		佐々木　裕美		ささき　ひろみ		HIROMI SASAKI		山　口		5.69				43

				17		4730		土屋　実沙希		つちや　みさき		MISAKI TSUCHIYA		静　岡		5.74				42

				18		4373		若狭　奈美子		わかさ　なみこ		NAMIKO WAKASA 		岡　山		5.77				41

				19		4590		渡邉　　優美		わたなべ　ゆみ		YUMI WATANABE		福　岡		5.78				40

				20		4313		西村　美智子		にしむら　みちこ		MICHIKO NISHIMURA		香　川		5.79				38

				21		4501		樋口　由加里		ひぐち　ゆかり		YUKARI HIGUCHI		岡　山		5.84				35

				22		4304		藤崎　小百合		ふじさき　さゆり		SAYURI FUJISAKI		福　岡		5.89				34

				23		4627		藤原　　菜希		ふじわら　なつき		NATSUKI FUJIWARA		東　京		5.90		大村（平成31年3月）
平和島（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				24		3579		中里　　優子		なかさと　ゆうこ		YUKO NAKASATO		埼　玉		5.99				33

				25		4433		川野　　芽唯		かわの　めい		MEI KAWANO		福　岡		5.99				32

				26		4804		高田　ひかる		たかだ　ひかる		HIKARU TAKADA		三　重		6.02				31

				27		4372		原田　　佑実		はらだ　ゆみ		YUMI HARADA		大　阪		6.04				30

				28		4347		魚谷　　香織		うおたに　かおり		KAORI UOTANI		福　岡		6.08				29

				29		4225		土屋　　千明		つちや　ちあき		CHIAKI TSUCHIYA		群　馬		6.09				28

				30		3611		岩崎　　芳美		いわさき　よしみ		YOSHIMI IWASAKI		徳　島		6.09				27

				31		3900		香川　　素子		かがわ　もとこ		MOTOKO KAGAWA		滋　賀		6.11				26

				32		4289		落合　　直子		おちあい　なおこ		NAOKO OCHIAI		大　阪		6.14				25

				33		4011		堀之内紀代子		ほりのうち　きよこ		KIYOKO HORINOUCHI		岡　山		6.18				24

				34		4017		向井　　美鈴		むかい　みすず		MISUZU MUKAI		山　口		6.23				23

				35		3674		岸　　　恵子		きし　けいこ		KEIKO KISHI		徳　島		6.33				22

				36		4611		今井　　美亜		いまい　みあ		MIA IMAI		福　井		6.51		宮島（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				37		4450		平高　　奈菜		ひらたか　なな		NANA HIRATAKA		香　川		6.55		住之江（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				38		3618		海野　ゆかり		うんの　ゆかり		YUKARI UNNO		広　島		6.69		徳山（平成30年8月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				39		3188		日高　　逸子		ひだか　いつこ		ITSUKO　HIDAKA		福　岡		6.69		福岡（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				40		3232		山川　美由紀		やまかわ　みゆき		MIYUKI YAMAKAWA		香　川		6.71		丸亀（平成30年12月）
鳴門（平成31年1月）		前年度優勝者

				41		4117		廣中　智紗衣		ひろなか　ちさえ		CHISAE HIRONAKA		東　京		6.74				20

				42		4589		塩崎　　桐加		しおざき　ひさか		HISAKA SHIOZAKI		三　重		6.74				19

				43		4482		守屋　　美穂		もりや　みほ		MIHO MORIYA		岡　山		6.77				18

				44		4399		松本　　晶恵		まつもと　あきえ		AKIE MATSUMOTO		群　馬		6.89		びわこ（令和元年5月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				45		4885		大山　　千広		おおやま　ちひろ		CHIHIRO OYAMA		福　岡		6.89		児島（平成30年11月）
鳴門（令和元年5月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				46		4556		竹井　　奈美		たけい　なみ		NAMI TAKEI		福　岡		6.91				17

				47		4050		田口　　節子		たぐち　せつこ		SETSUKO TAGUCHI		岡　山		6.94		芦屋（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				48		3845		中谷　　朋子		なかたに　ともこ		TOMOKO NAKATANI		兵　庫		6.99		尼崎（平成30年8月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				49		4190		長嶋　　万記		ながしま　まき		MAKI NAGASHIMA		静　岡		7.15		津（平成30年8月）
常滑（平成30年9月）
蒲郡（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				50		4502		遠藤　　エミ		えんどう　えみ		EMI ENDO		滋　賀		7.20		江戸川（平成30年9月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				51		3435		寺田　　千恵		てらだ　ちえ		CHIE TERADA		岡　山		7.37		住之江（平成31年2月）
下関（令和元年5月）		レディースオールスター優勝者

				52		4530		小野　　生奈		おの　せいな		SEINA ONO		福　岡		7.38		若松（平成30年9月）
浜名湖（平成31年1月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ



						3994		茶谷　　　桜		ちゃたに　さくら		SAKURA CHYATANI		滋　賀		5.40				予備1

						4243		西村　　　歩		にしむら　あゆみ		AYUMI NISIMURA		大　阪		5.38				予備2

						3518		倉田　　郁美		くらた　いくみ		IKUMI KURATA		静　岡		5.35				予備3

						4286		平田　さやか		ひらた　さやか		SAYAKA HIRATA		東　京		5.34				予備4

						4014		片岡　　恵里		かたおか　えり		ERI KATAOKA		山　口		5.33				予備5





選手一覧

				優先出場・順位 ジュンイ		登番		氏名		支部		出身地		勝率		事故率		着順点合計点 ゴウケイ テン		出場回数 カイスウ		備考

				前年度優勝者		3232		山川　美由紀		香　川		香　川		6.71		0		1,611		242		丸亀（平成30年12月）
鳴門（平成31年1月）

				レディースオールスター優勝者		3435		寺田　　千恵		岡　山		福　岡		7.37		0		2,071		281		住之江（平成31年2月）
下関（令和元年5月）

				オールレディース競争の優勝者 キョウソウ ユウショウシャ		4530		小野　　生奈		福　岡		福　岡		7.38		0.07		2,243		307		若松（平成30年9月）
浜名湖（平成31年1月）

						4502		遠藤　　エミ		滋　賀		滋　賀		7.2		0.14		1,944		271		江戸川（平成30年9月）

						4190		長嶋　　万記		静　岡		静　岡		7.15		0.17		1,937		273		津（平成30年8月）
常滑（平成30年9月）
蒲郡（平成30年10月）

						3845		中谷　　朋子		兵　庫		兵　庫		6.99		0.17		1,607		230		尼崎（平成30年8月）

						4050		田口　　節子		岡　山		岡　山		6.94		0.14		1,632		235		芦屋（平成31年4月）

						4885		大山　　千広		福　岡		福　岡		6.89		0.04		2,011		294		児島（平成30年11月）
鳴門（令和元年5月）

						4399		松本　　晶恵		群　馬		群　馬		6.89		0.09		1,701		247		びわこ（令和元年5月）

						3188		日高　　逸子		福　岡		宮　崎		6.69		0.11		2,187		329		福岡（平成30年10月）

						3618		海野　ゆかり		広　島		広　島		6.69		0.12		1,793		269		徳山（平成30年8月）

						4450		平高　　奈菜		香　川		愛　媛		6.55		0.01		1,054		163		住之江（平成31年4月）

						4611		今井　　美亜		福　井		富　山		6.51		0.01		1,881		290		宮島（平成30年10月）

						4627		藤原　　菜希		東　京		大　阪		5.9		0.35		1,574		268		大村（平成31年3月）
平和島（平成31年4月）

						4443		津田　　裕絵		山　口		山　口		5.66		0.09		1,674		296		多摩川（平成30年11月）

						4065		金田　　幸子		岡　山		岡　山		5.32		0.35		873		166		戸田（平成30年12月）

				17		4556		竹井　　奈美		福　岡		福　岡		6.91		0.24		1,782		258

				18		4482		守屋　　美穂		岡　山		岡　山		6.77		0.01		1,976		293

				19		4589		塩崎　　桐加		三　重		三　重		6.74		0.26		1,639		243

				20		4117		廣中　智紗衣		東　京		愛　知		6.74		0.1		1,577		236

				21		4123		細川　　裕子		愛　知		愛　知		6.42		0.31		1,290		203

				22		3674		岸　　　恵子		徳　島		徳　島		6.33		0.09		1,754		277

				23		4017		向井　　美鈴		山　口		山　口		6.23		0.12		1,658		267

				24		4011		堀之内紀代子		岡　山		岡　山		6.18		0.18		1,515		245

				25		4289		落合　　直子		大　阪		大　阪		6.14		0.08		1,590		259

				26		3900		香川　　素子		滋　賀		大　阪		6.11		0.13		1,667		276

				27		3611		岩崎　　芳美		徳　島		熊　本		6.09		0.2		1,456		240

				28		4225		土屋　　千明		群　馬		群　馬		6.09		0.2		1,261		209

				29		4347		魚谷　　香織		福　岡		山　口		6.08		0		724		119

				30		4372		原田　　佑実		大　阪		愛　知		6.04		0.09		1,287		214

				31		4804		高田　ひかる		三　重		三　重		6.02		0.33		1,318		219

				32		4433		川野　　芽唯		福　岡		福　岡		5.99		0.3		1,437		240

				33		3579		中里　　優子		埼　玉		東　京		5.99		0.23		1,354		227

				34		4304		藤崎　小百合		福　岡		鹿児島		5.89		0.21		1,254		219

				35		4501		樋口　由加里		岡　山		岡　山		5.84		0.24		1,274		218

				36		3302		谷川　　里江		愛　知		愛　知		5.82		0.11		1,829		317

				37		4183		宇野　　弥生		愛　知		埼　玉		5.82		0.07		1,794		309

				38		4313		西村　美智子		香　川		香　川		5.79		0.1		1,436		249

				39		3999		大瀧　明日香		愛　知		静　岡		5.79		0.27		1,124		196

				40		4590		渡邉　　優美		福　岡		福　岡		5.78		0.24		1,392		241

				41		4373		若狭　奈美子		岡　山		岡　山		5.77		0.2		1,384		240

				42		4730		土屋　実沙希		静　岡		静　岡		5.74		0.32		1,206		210

				43		4045		佐々木　裕美		山　口		山　口		5.69		0.01		1,519		269

				44		4678		水野　　望美		愛　知		愛　知		5.69		0.03		1,224		215

				45		3470		新田　　芳美		徳　島		徳　島		5.67		0.18		1,145		202

				46		4447		深川　麻奈美		福　岡		熊　本		5.61		0.3		1,223		218

				47		4519		清水　　沙樹		東　京		千　葉		5.6		0.18		1,075		193

				48		3801		五反田　　忍		大　阪		大　阪		5.58		0.02		1,467		263

				49		4927		関野　　　文		大　阪		大　阪		5.57		0.1		1,186		214

				50		3334		角　　ひとみ		広　島		広　島		5.55		0.16		1,455		262

				51		3175		渡辺　　千草		東　京		神奈川		5.46		0.21		1,381		254

				52		3289		高橋　　淳美		大　阪		岡　山		5.46		0.09		1,306		240



				予備1		3994		茶谷　　　桜		滋　賀		東　京		5.4		0.06		1,470		272

				予備2		4243		西村　　　歩		大　阪		大　阪		5.38		0.13		909		169

				予備3		3518		倉田　　郁美		静　岡		愛　知		5.35		0.02		1,144		216

				予備4		4286		平田　さやか		東　京		東　京		5.34		0.15		1,405		265

				予備5		4014		片岡　　恵里		山　口		岡　山		5.33		0.1		1,115		209

				予備6		3474		松瀬　　弘美		静　岡		静　岡		5.33		0.26		1,039		196

				予備7		4825		倉持　　莉々		東　京		茨　城		5.29		0.38		857		162

				予備8		4349		犬童　　千秋		福　岡		宮　崎		5.26		0.04		1,178		225

				予備9		4726		島田　なぎさ		埼　玉		埼　玉		5.25		0.08		829		158

				予備10		4569		中澤　　宏奈		東　京		東　京		5.13		0.28		924		183





選手一覧 (写真有無)

				優先出場・順位 ジュンイ		登番		氏名		下関女子 シモノセキジョシ		平和島 ヘイワジマ		ピット写真 シャシン		住之江 スミノエ		正面 ショウメン

				1		3232		山川　美由紀						〇				〇

				2		3435		寺田　　千恵		〇				〇				〇

				3		4530		小野　　生奈						〇				〇

				4		4502		遠藤　　エミ						〇				〇

				5		4190		長嶋　　万記						〇				〇

				6		3845		中谷　　朋子						〇		〇

				7		4050		田口　　節子				〇		〇				〇

				8		4885		大山　　千広						〇		〇		〇

				9		4399		松本　　晶恵						〇				〇

				10		3188		日高　　逸子						〇				〇

				11		3618		海野　ゆかり		〇				〇				〇

				12		4450		平高　　奈菜								〇

				13		4611		今井　　美亜						〇				〇

				14		4627		藤原　　菜希				〇

				15		4443		津田　　裕絵		〇								〇

				16		4065		金田　　幸子		〇

				17		4556		竹井　　奈美						〇				〇

				18		4482		守屋　　美穂				〇		〇				〇

				19		4589		塩崎　　桐加				〇		〇

				20		4117		廣中　智紗衣				〇						〇

				21		4123		細川　　裕子				〇		〇				〇

				22		3674		岸　　　恵子										〇

				23		4017		向井　　美鈴		〇						〇

				24		4011		堀之内紀代子				〇

				25		4289		落合　　直子						〇		〇		〇

				26		3900		香川　　素子						〇		〇

				27		3611		岩崎　　芳美		〇						〇

				28		4225		土屋　　千明						〇				〇

				29		4347		魚谷　　香織		〇		〇

				30		4372		原田　　佑実

				31		4804		高田　ひかる		〇		〇		〇

				32		4433		川野　　芽唯

				33		3579		中里　　優子		〇

				34		4304		藤崎　小百合		〇				〇				〇

				35		4501		樋口　由加里						〇		〇		〇

				36		3302		谷川　　里江

				37		4183		宇野　　弥生						〇				〇

				38		4313		西村　美智子				〇		〇				〇

				39		3999		大瀧　明日香

				40		4590		渡邉　　優美

				41		4373		若狭　奈美子								〇

				42		4730		土屋　実沙希				〇		〇				〇

				43		4045		佐々木　裕美		〇				〇				〇

				44		4678		水野　　望美						〇				〇

				45		3470		新田　　芳美		〇				〇				〇

				46		4447		深川　麻奈美						〇		〇		〇

				47		4519		清水　　沙樹				〇		〇				〇

				48		3801		五反田　　忍								〇

				49		4927		関野　　　文						〇		〇		〇

				50		3334		角　　ひとみ								〇

				51		3175		渡辺　　千草		〇						〇

				52		3289		高橋　　淳美		〇

				予備1		3994		茶谷　　　桜

				予備10		4569		中澤　　宏奈				〇

				予備2		4243		西村　　　歩						〇		〇

				予備3		3518		倉田　　郁美

				予備4		4286		平田　さやか				〇

				予備5		4014		片岡　　恵里		〇						〇

				予備6		3474		松瀬　　弘美								〇

				予備7		4825		倉持　　莉々						〇				〇

				予備8		4349		犬童　　千秋

				予備9		4726		島田　なぎさ						〇				〇





登場順

		登場順 トウジョウ ジュン		登録番号 トウロク バンゴウ		氏　名 シ メイ		フリガナ				登場順 トウジョウ ジュン		登録番号 トウロク バンゴウ		氏　名 シ メイ		フリガナ

		1										27

		2										28

		3										29

		4										30

		5										31

		6										32

		7										33

		8										34

		9										35

		10										36

		11										37

		12										38

		13										39

		14										40

		15										41

		16										42

		17										43

		18										44

		19										45

		20										46

		21										47

		22										48

		23										49

		24										50

		25										51

		26										52



































ファンシート

		花束ゾーンＡ ハナタバ								花束ゾーンＢ ハナタバ



		登場順 トウジョウ ジュン		選手名 センシュメイ						登場順 トウジョウ ジュン		選手名 センシュメイ

		1				選手 センシュ				8				選手 センシュ

		2				選手 センシュ				9				選手 センシュ

		3				選手 センシュ				10				選手 センシュ

		4				選手 センシュ				11				選手 センシュ

		5				選手 センシュ				12				選手 センシュ

		6				選手 センシュ				13				選手 センシュ

		7				選手 センシュ				14				選手 センシュ



		15				選手 センシュ				22				選手 センシュ

		16				選手 センシュ				23				選手 センシュ

		17				選手 センシュ				24				選手 センシュ

		18				選手 センシュ				25				選手 センシュ

		19				選手 センシュ				26				選手 センシュ

		20				選手 センシュ				27				選手 センシュ

		21				選手 センシュ				28				選手 センシュ



		29				選手 センシュ				35				選手 センシュ

		30				選手 センシュ				36				選手 センシュ

		31				選手 センシュ				37				選手 センシュ

		32				選手 センシュ				38				選手 センシュ

		33				選手 センシュ				39				選手 センシュ

		34				選手 センシュ				40				選手 センシュ



		41				選手 センシュ				47				選手 センシュ

		42				選手 センシュ				48				選手 センシュ

		43				選手 センシュ				49				選手 センシュ

		44				選手 センシュ				50				選手 センシュ

		45				選手 センシュ				51				選手 センシュ

		46				選手 センシュ				52				選手 センシュ






再登場順

				再 サイ		登場順 トウジョウ ジュン		挨拶順 アイサツ ジュン		登番		氏名		よみかた				再 サイ		登場順 トウジョウ ジュン		挨拶順 アイサツ ジュン		登番		氏名		よみかた

				①		1		10		4927		関野　　　文		せきの　あや				④		27		5		4123		細川　　裕子		ほそかわ　ゆうこ

						2		45		4885		大山　　千広		おおやま　ちひろ						28		41		4117		廣中　智紗衣		ひろなか　ちさえ

						3		26		4804		高田　ひかる		たかだ　ひかる						29		6		4065		金田　　幸子		かなだ　ゆきこ

						4		17		4730		土屋　実沙希		つちや　みさき						30		16		4045		佐々木　裕美		ささき　ひろみ

						5		1		4678		水野　　望美		みずの　のぞみ						31		34		4017		向井　　美鈴		むかい　みすず

						6		23		4627		藤原　　菜希		ふじはら　なつき						32		33		4011		堀之内紀代子		ほりのうち　きよこ

						7		36		4611		今井　　美亜		いまい　みあ				⑤		33		2		3999		大瀧　明日香		おおたき　あすか

						8		19		4590		渡邉　　優美		わたなべ　ゆみ						34		31		3900		香川　　素子		かがわ　もとこ

				②		9		42		4589		塩崎　　桐加		しおざき　ひさか						35		11		3801		五反田　　忍		ごたんだ　しのぶ

						10		46		4556		竹井　　奈美		たけい　なみ						36		35		3674		岸　　　恵子		きし　けいこ

						11		12		4519		清水　　沙樹		しみず　さき						37		38		3618		海野　ゆかり		うんの　ゆかり

						12		21		4501		樋口　由加里		ひぐち　ゆかり						38		30		3611		岩崎　　芳美		いわさき　よしみ

						13		43		4482		守屋　　美穂		もりや　みほ						39		24		3579		中里　　優子		なかさと　ゆうこ

						14		37		4450		平高　　奈菜		ひらたか　なな				⑥		40		15		3470		新田　　芳美		にった　よしみ

						15		13		4447		深川　麻奈美		ふかがわ　まなみ						41		9		3334		角　　ひとみ		すみ　ひとみ

						16		25		4443		津田　　裕絵		つだ　ひろえ						42		4		3302		谷川　　里江		たにかわ　りえ

				③		17		14		4433		川野　　芽唯		かわの　めい						43		7		3289		高橋　　淳美		たかはし　あつみ

						18		44		4399		松本　　晶恵		まつもと　あきえ						44		40		3232		山川　美由紀		やまかわ　みゆき

						19		18		4373		若狭　奈美子		わかさ　なみこ						45		39		3188		日高　　逸子		ひだか　いつこ

						20		27		4372		原田　　佑実		はらだ　ゆみ						46		8		3175		渡辺　　千草		わたなべ　ちぐさ

						21		28		4347		魚谷　　香織		うおたに　かおり				⑦		47		47		4050		田口　　節子		たぐち　せつこ

						22		20		4313		西村　美智子		にしむら　みちこ						48		48		3845		中谷　　朋子		なかたに　ともこ

						23		22		4304		藤崎　小百合		ふじさき　さゆり						49		49		4190		長嶋　　万記		ながしま　まき

						24		32		4289		落合　　直子		おちあい　なおこ						50		50		4502		遠藤　　エミ		えんどう　えみ

				④		25		29		4225		土屋　　千明		つちや　ちあき						51		51		3435		寺田　　千恵		てらだ　ちえ

						26		3		4183		宇野　　弥生		うの　やよい						52		52		4530		小野　　生奈		おの　せいな







L字スタンド

						登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名								登場順 トウジョウ ジュン		氏名

				A		1		水野　　望美		選手 センシュ				B		2		大瀧　明日香		選手 センシュ				C		3		宇野　　弥生		選手 センシュ				D		4		谷川　　里江		選手 センシュ				E		5		細川　　裕子		選手 センシュ				F		6		金田　　幸子		選手 センシュ				G		7		高橋　　淳美		選手 センシュ

						8		渡辺　　千草		選手 センシュ						9		角　　ひとみ		選手 センシュ						10		関野　　　文		選手 センシュ						11		五反田　　忍		選手 センシュ						12		清水　　沙樹		選手 センシュ						13		深川　麻奈美		選手 センシュ						14		津田　　裕絵		選手 センシュ

						15		新田　　芳美		選手 センシュ						16		佐々木　裕美		選手 センシュ						17		土屋　実沙希		選手 センシュ						18		若狭　奈美子		選手 センシュ						19		渡邉　　優美		選手 センシュ						20		西村　美智子		選手 センシュ						21		樋口　由加里		選手 センシュ

						22		藤崎　小百合		選手 センシュ						23		藤原　　菜希		選手 センシュ						24		中里　　優子		選手 センシュ						25		川野　　芽唯		選手 センシュ						26		高田　ひかる		選手 センシュ						27		原田　　佑実		選手 センシュ						28		魚谷　　香織		選手 センシュ

						29		土屋　　千明		選手 センシュ						30		岩崎　　芳美		選手 センシュ						31		香川　　素子		選手 センシュ						32		落合　　直子		選手 センシュ						33		堀之内紀代子		選手 センシュ						34		向井　　美鈴		選手 センシュ						35		岸　　　恵子		選手 センシュ

						36		今井　　美亜		選手 センシュ						37		平高　　奈菜		選手 センシュ						38		海野　ゆかり		選手 センシュ						39		日高　　逸子		選手 センシュ						40		山川　美由紀		選手 センシュ						41		廣中　智紗衣		選手 センシュ						42		塩崎　　桐加		選手 センシュ

						43		守屋　　美穂		選手 センシュ						44		松本　　晶恵		選手 センシュ						45		大山　　千広		選手 センシュ						46		竹井　　奈美		選手 センシュ						47		田口　　節子		選手 センシュ						48		中谷　　朋子		選手 センシュ						49		長嶋　　万記		選手 センシュ

						50		遠藤　　エミ		選手 センシュ						51		寺田　　千恵		選手 センシュ						52		小野　　生奈		選手 センシュ



















								茶谷　　　桜

								西村　　　歩

								倉田　　郁美

								平田　さやか

								片岡　　恵里





ファンシート用

				登場順 トウジョウ ジュン		氏名 シメイ						登場順 トウジョウ ジュン		氏名 シメイ

				1		水野　　望美		選手 センシュ				27		原田　　佑実		選手 センシュ

				2		大瀧　明日香		選手 センシュ				28		魚谷　　香織		選手 センシュ

				3		宇野　　弥生		選手 センシュ				29		土屋　　千明		選手 センシュ

				4		谷川　　里江		選手 センシュ				30		岩崎　　芳美		選手 センシュ

				5		細川　　裕子		選手 センシュ				31		香川　　素子		選手 センシュ

				6		金田　　幸子		選手 センシュ				32		落合　　直子		選手 センシュ

				7		高橋　　淳美		選手 センシュ				33		堀之内紀代子		選手 センシュ

				8		渡辺　　千草		選手 センシュ				34		向井　　美鈴		選手 センシュ

				9		角　　ひとみ		選手 センシュ				35		岸　　　恵子		選手 センシュ

				10		関野　　　文		選手 センシュ				36		今井　　美亜		選手 センシュ

				11		五反田　　忍		選手 センシュ				37		平高　　奈菜		選手 センシュ

				12		清水　　沙樹		選手 センシュ				38		海野　ゆかり		選手 センシュ

				13		深川　麻奈美		選手 センシュ				39		日高　　逸子		選手 センシュ

				14		津田　　裕絵		選手 センシュ				40		山川　美由紀		選手 センシュ

				15		新田　　芳美		選手 センシュ				41		廣中　智紗衣		選手 センシュ

				16		佐々木　裕美		選手 センシュ				42		塩崎　　桐加		選手 センシュ

				17		土屋　実沙希		選手 センシュ				43		守屋　　美穂		選手 センシュ

				18		若狭　奈美子		選手 センシュ				44		松本　　晶恵		選手 センシュ

				19		渡邉　　優美		選手 センシュ				45		大山　　千広		選手 センシュ

				20		西村　美智子		選手 センシュ				46		竹井　　奈美		選手 センシュ

				21		樋口　由加里		選手 センシュ				47		田口　　節子		選手 センシュ

				22		藤崎　小百合		選手 センシュ				48		中谷　　朋子		選手 センシュ

				23		藤原　　菜希		選手 センシュ				49		長嶋　　万記		選手 センシュ

				24		中里　　優子		選手 センシュ				50		遠藤　　エミ		選手 センシュ

				25		川野　　芽唯		選手 センシュ				51		寺田　　千恵		選手 センシュ

				26		高田　ひかる		選手 センシュ				52		小野　　生奈		選手 センシュ



























































出場順確認

				Ladies and Gentlemen,Boatrace Gamagori
33rd  LADIES CHANPIONSHIP ,the show will begin soon

				登場順 トウジョウ ジュン		登番		氏名		よみかた		ローマ字 ジ		支部		勝率		備考		優先出場・順位 ジュンイ

				1		4678		水野　　望美		みずの　のぞみ		NOZOMI MIZUNO		愛　知		5.69				44

				2		3999		大瀧　明日香		おおたき　あすか		ASUKA OTAKI		愛　知		5.79				39

				3		4183		宇野　　弥生		うの　やよい		YAYOI UNO		愛　知		5.82				37

				4		3302		谷川　　里江		たにかわ　りえ		RIE TANIKAWA		愛　知		5.82				36

				5		4123		細川　　裕子		ほそかわ　ゆうこ		YUKO HOSOKAWA		愛　知		6.42				21

				6		4065		金田　　幸子		かなだ　ゆきこ		YUKIKO　KANADA		岡　山		5.32		戸田（平成30年12月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				7		3289		高橋　　淳美		たかはし　あつみ		ATSUMI TAKAHASHI		大　阪		5.46				52

				8		3175		渡辺　　千草		わたなべ　ちぐさ		CHIGUSA WATANABE		東　京		5.46				51

				9		3334		角　　ひとみ		すみ　ひとみ		HITOMI SUMI		広　島		5.55				50

				10		4927		関野　　　文		せきの　あや		AYA SEKINO		大　阪		5.57				49

				11		3801		五反田　　忍		ごたんだ　しのぶ		SHINOBU GOTANDA		大　阪		5.58				48

				12		4519		清水　　沙樹		しみず　さき		SAKI SHIMIZU		東　京		5.60				47

				13		4447		深川　麻奈美		ふかがわ　まなみ		MANAMI FUKAGAWA		福　岡		5.61				46

				14		4443		津田　　裕絵		つだ　ひろえ		HIROE TSUDA		山　口		5.66		多摩川（平成30年11月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				15		3470		新田　　芳美		にった　よしみ		YOSHIMI NITTA		徳　島		5.67				45

				16		4045		佐々木　裕美		ささき　ひろみ		HIROMI SASAKI		山　口		5.69				43

				17		4730		土屋　実沙希		つちや　みさき		MISAKI TSUCHIYA		静　岡		5.74				42

				18		4373		若狭　奈美子		わかさ　なみこ		NAMIKO WAKASA 		岡　山		5.77				41

				19		4590		渡邉　　優美		わたなべ　ゆみ		YUMI WATANABE		福　岡		5.78				40

				20		4313		西村　美智子		にしむら　みちこ		MICHIKO NISHIMURA		香　川		5.79				38

				21		4501		樋口　由加里		ひぐち　ゆかり		YUKARI HIGUCHI		岡　山		5.84				35

				22		4304		藤崎　小百合		ふじさき　さゆり		SAYURI FUJISAKI		福　岡		5.89				34

				23		4627		藤原　　菜希		ふじわら　なつき		NATSUKI FUJIWARA		東　京		5.90		大村（平成31年3月）
平和島（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				24		3579		中里　　優子		なかさと　ゆうこ		YUKO NAKASATO		埼　玉		5.99				33

				25		4433		川野　　芽唯		かわの　めい		MEI KAWANO		福　岡		5.99				32

				26		4804		高田　ひかる		たかだ　ひかる		HIKARU TAKADA		三　重		6.02				31

				27		4372		原田　　佑実		はらだ　ゆみ		YUMI HARADA		大　阪		6.04				30

				28		4347		魚谷　　香織		うおたに　かおり		KAORI UOTANI		福　岡		6.08				29

				29		4225		土屋　　千明		つちや　ちあき		CHIAKI TSUCHIYA		群　馬		6.09				28

				30		3611		岩崎　　芳美		いわさき　よしみ		YOSHIMI IWASAKI		徳　島		6.09				27

				31		3900		香川　　素子		かがわ　もとこ		MOTOKO KAGAWA		滋　賀		6.11				26

				32		4289		落合　　直子		おちあい　なおこ		NAOKO OCHIAI		大　阪		6.14				25

				33		4011		堀之内紀代子		ほりのうち　きよこ		KIYOKO HORINOUCHI		岡　山		6.18				24

				34		4017		向井　　美鈴		むかい　みすず		MISUZU MUKAI		山　口		6.23				23

				35		3674		岸　　　恵子		きし　けいこ		KEIKO KISHI		徳　島		6.33				22

				36		4611		今井　　美亜		いまい　みあ		MIA IMAI		福　井		6.51		宮島（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				37		4450		平高　　奈菜		ひらたか　なな		NANA HIRATAKA		香　川		6.55		住之江（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				38		3618		海野　ゆかり		うんの　ゆかり		YUKARI UNNO		広　島		6.69		徳山（平成30年8月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				39		3188		日高　　逸子		ひだか　いつこ		ITSUKO　HIDAKA		福　岡		6.69		福岡（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				40		3232		山川　美由紀		やまかわ　みゆき		MIYUKI YAMAKAWA		香　川		6.71		丸亀（平成30年12月）
鳴門（平成31年1月）		前年度優勝者

				41		4117		廣中　智紗衣		ひろなか　ちさえ		CHISAE HIRONAKA		東　京		6.74				20

				42		4589		塩崎　　桐加		しおざき　ひさか		HISAKA SHIOZAKI		三　重		6.74				19

				43		4482		守屋　　美穂		もりや　みほ		MIHO MORIYA		岡　山		6.77				18

				44		4399		松本　　晶恵		まつもと　あきえ		AKIE MATSUMOTO		群　馬		6.89		びわこ（令和元年5月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				45		4885		大山　　千広		おおやま　ちひろ		CHIHIRO OYAMA		福　岡		6.89		児島（平成30年11月）
鳴門（令和元年5月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				46		4556		竹井　　奈美		たけい　なみ		NAMI TAKEI		福　岡		6.91				17

				47		4050		田口　　節子		たぐち　せつこ		SETSUKO TAGUCHI		岡　山		6.94		芦屋（平成31年4月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				48		3845		中谷　　朋子		なかたに　ともこ		TOMOKO NAKATANI		兵　庫		6.99		尼崎（平成30年8月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				49		4190		長嶋　　万記		ながしま　まき		MAKI NAGASHIMA		静　岡		7.15		津（平成30年8月）
常滑（平成30年9月）
蒲郡（平成30年10月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				50		4502		遠藤　　エミ		えんどう　えみ		EMI ENDO		滋　賀		7.20		江戸川（平成30年9月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ

				51		3435		寺田　　千恵		てらだ　ちえ		CHIE TERADA		岡　山		7.37		住之江（平成31年2月）
下関（令和元年5月）		レディースオールスター優勝者

				52		4530		小野　　生奈		おの　せいな		SEINA ONO		福　岡		7.38		若松（平成30年9月）
浜名湖（平成31年1月）		オールレディース競走の優勝者 キョウソウ



						3994		茶谷　　　桜		ちゃたに　さくら		SAKURA CHYATANI		滋　賀		5.40				予備1

						4243		西村　　　歩		にしむら　あゆみ		AYUMI NISIMURA		大　阪		5.38				予備2

						3518		倉田　　郁美		くらた　いくみ		IKUMI KURATA		静　岡		5.35				予備3

						4286		平田　さやか		ひらた　さやか		SAYAKA HIRATA		東　京		5.34				予備4

						4014		片岡　　恵里		かたおか　えり		ERI KATAOKA		山　口		5.33				予備5





選手一覧

				優先出場・順位 ジュンイ		登番		氏名		支部		出身地		勝率		事故率		着順点合計点 ゴウケイ テン		出場回数 カイスウ		備考

				前年度優勝者		3232		山川　美由紀		香　川		香　川		6.71		0		1,611		242		丸亀（平成30年12月）
鳴門（平成31年1月）

				レディースオールスター優勝者		3435		寺田　　千恵		岡　山		福　岡		7.37		0		2,071		281		住之江（平成31年2月）
下関（令和元年5月）

				オールレディース競争の優勝者 キョウソウ ユウショウシャ		4530		小野　　生奈		福　岡		福　岡		7.38		0.07		2,243		307		若松（平成30年9月）
浜名湖（平成31年1月）

						4502		遠藤　　エミ		滋　賀		滋　賀		7.2		0.14		1,944		271		江戸川（平成30年9月）

						4190		長嶋　　万記		静　岡		静　岡		7.15		0.17		1,937		273		津（平成30年8月）
常滑（平成30年9月）
蒲郡（平成30年10月）

						3845		中谷　　朋子		兵　庫		兵　庫		6.99		0.17		1,607		230		尼崎（平成30年8月）

						4050		田口　　節子		岡　山		岡　山		6.94		0.14		1,632		235		芦屋（平成31年4月）

						4885		大山　　千広		福　岡		福　岡		6.89		0.04		2,011		294		児島（平成30年11月）
鳴門（令和元年5月）

						4399		松本　　晶恵		群　馬		群　馬		6.89		0.09		1,701		247		びわこ（令和元年5月）

						3188		日高　　逸子		福　岡		宮　崎		6.69		0.11		2,187		329		福岡（平成30年10月）

						3618		海野　ゆかり		広　島		広　島		6.69		0.12		1,793		269		徳山（平成30年8月）

						4450		平高　　奈菜		香　川		愛　媛		6.55		0.01		1,054		163		住之江（平成31年4月）

						4611		今井　　美亜		福　井		富　山		6.51		0.01		1,881		290		宮島（平成30年10月）

						4627		藤原　　菜希		東　京		大　阪		5.9		0.35		1,574		268		大村（平成31年3月）
平和島（平成31年4月）

						4443		津田　　裕絵		山　口		山　口		5.66		0.09		1,674		296		多摩川（平成30年11月）

						4065		金田　　幸子		岡　山		岡　山		5.32		0.35		873		166		戸田（平成30年12月）

				17		4556		竹井　　奈美		福　岡		福　岡		6.91		0.24		1,782		258

				18		4482		守屋　　美穂		岡　山		岡　山		6.77		0.01		1,976		293

				19		4589		塩崎　　桐加		三　重		三　重		6.74		0.26		1,639		243

				20		4117		廣中　智紗衣		東　京		愛　知		6.74		0.1		1,577		236

				21		4123		細川　　裕子		愛　知		愛　知		6.42		0.31		1,290		203

				22		3674		岸　　　恵子		徳　島		徳　島		6.33		0.09		1,754		277

				23		4017		向井　　美鈴		山　口		山　口		6.23		0.12		1,658		267

				24		4011		堀之内紀代子		岡　山		岡　山		6.18		0.18		1,515		245

				25		4289		落合　　直子		大　阪		大　阪		6.14		0.08		1,590		259

				26		3900		香川　　素子		滋　賀		大　阪		6.11		0.13		1,667		276

				27		3611		岩崎　　芳美		徳　島		熊　本		6.09		0.2		1,456		240

				28		4225		土屋　　千明		群　馬		群　馬		6.09		0.2		1,261		209

				29		4347		魚谷　　香織		福　岡		山　口		6.08		0		724		119

				30		4372		原田　　佑実		大　阪		愛　知		6.04		0.09		1,287		214

				31		4804		高田　ひかる		三　重		三　重		6.02		0.33		1,318		219

				32		4433		川野　　芽唯		福　岡		福　岡		5.99		0.3		1,437		240

				33		3579		中里　　優子		埼　玉		東　京		5.99		0.23		1,354		227

				34		4304		藤崎　小百合		福　岡		鹿児島		5.89		0.21		1,254		219

				35		4501		樋口　由加里		岡　山		岡　山		5.84		0.24		1,274		218

				36		3302		谷川　　里江		愛　知		愛　知		5.82		0.11		1,829		317

				37		4183		宇野　　弥生		愛　知		埼　玉		5.82		0.07		1,794		309

				38		4313		西村　美智子		香　川		香　川		5.79		0.1		1,436		249

				39		3999		大瀧　明日香		愛　知		静　岡		5.79		0.27		1,124		196

				40		4590		渡邉　　優美		福　岡		福　岡		5.78		0.24		1,392		241

				41		4373		若狭　奈美子		岡　山		岡　山		5.77		0.2		1,384		240

				42		4730		土屋　実沙希		静　岡		静　岡		5.74		0.32		1,206		210

				43		4045		佐々木　裕美		山　口		山　口		5.69		0.01		1,519		269

				44		4678		水野　　望美		愛　知		愛　知		5.69		0.03		1,224		215

				45		3470		新田　　芳美		徳　島		徳　島		5.67		0.18		1,145		202

				46		4447		深川　麻奈美		福　岡		熊　本		5.61		0.3		1,223		218

				47		4519		清水　　沙樹		東　京		千　葉		5.6		0.18		1,075		193

				48		3801		五反田　　忍		大　阪		大　阪		5.58		0.02		1,467		263

				49		4927		関野　　　文		大　阪		大　阪		5.57		0.1		1,186		214

				50		3334		角　　ひとみ		広　島		広　島		5.55		0.16		1,455		262

				51		3175		渡辺　　千草		東　京		神奈川		5.46		0.21		1,381		254

				52		3289		高橋　　淳美		大　阪		岡　山		5.46		0.09		1,306		240



				予備1		3994		茶谷　　　桜		滋　賀		東　京		5.4		0.06		1,470		272

				予備2		4243		西村　　　歩		大　阪		大　阪		5.38		0.13		909		169

				予備3		3518		倉田　　郁美		静　岡		愛　知		5.35		0.02		1,144		216

				予備4		4286		平田　さやか		東　京		東　京		5.34		0.15		1,405		265

				予備5		4014		片岡　　恵里		山　口		岡　山		5.33		0.1		1,115		209

				予備6		3474		松瀬　　弘美		静　岡		静　岡		5.33		0.26		1,039		196

				予備7		4825		倉持　　莉々		東　京		茨　城		5.29		0.38		857		162

				予備8		4349		犬童　　千秋		福　岡		宮　崎		5.26		0.04		1,178		225

				予備9		4726		島田　なぎさ		埼　玉		埼　玉		5.25		0.08		829		158

				予備10		4569		中澤　　宏奈		東　京		東　京		5.13		0.28		924		183





選手一覧 (写真有無)

				優先出場・順位 ジュンイ		登番		氏名		下関女子 シモノセキジョシ		平和島 ヘイワジマ		ピット写真 シャシン		住之江 スミノエ		正面 ショウメン

				1		3232		山川　美由紀						〇				〇

				2		3435		寺田　　千恵		〇				〇				〇

				3		4530		小野　　生奈						〇				〇

				4		4502		遠藤　　エミ						〇				〇

				5		4190		長嶋　　万記						〇				〇

				6		3845		中谷　　朋子						〇		〇

				7		4050		田口　　節子				〇		〇				〇

				8		4885		大山　　千広						〇		〇		〇

				9		4399		松本　　晶恵						〇				〇

				10		3188		日高　　逸子						〇				〇

				11		3618		海野　ゆかり		〇				〇				〇

				12		4450		平高　　奈菜								〇

				13		4611		今井　　美亜						〇				〇

				14		4627		藤原　　菜希				〇

				15		4443		津田　　裕絵		〇								〇

				16		4065		金田　　幸子		〇

				17		4556		竹井　　奈美						〇				〇

				18		4482		守屋　　美穂				〇		〇				〇

				19		4589		塩崎　　桐加				〇		〇

				20		4117		廣中　智紗衣				〇						〇

				21		4123		細川　　裕子				〇		〇				〇

				22		3674		岸　　　恵子										〇

				23		4017		向井　　美鈴		〇						〇

				24		4011		堀之内紀代子				〇

				25		4289		落合　　直子						〇		〇		〇

				26		3900		香川　　素子						〇		〇

				27		3611		岩崎　　芳美		〇						〇

				28		4225		土屋　　千明						〇				〇

				29		4347		魚谷　　香織		〇		〇

				30		4372		原田　　佑実

				31		4804		高田　ひかる		〇		〇		〇

				32		4433		川野　　芽唯

				33		3579		中里　　優子		〇

				34		4304		藤崎　小百合		〇				〇				〇

				35		4501		樋口　由加里						〇		〇		〇

				36		3302		谷川　　里江

				37		4183		宇野　　弥生						〇				〇

				38		4313		西村　美智子				〇		〇				〇

				39		3999		大瀧　明日香

				40		4590		渡邉　　優美

				41		4373		若狭　奈美子								〇

				42		4730		土屋　実沙希				〇		〇				〇

				43		4045		佐々木　裕美		〇				〇				〇

				44		4678		水野　　望美						〇				〇

				45		3470		新田　　芳美		〇				〇				〇

				46		4447		深川　麻奈美						〇		〇		〇

				47		4519		清水　　沙樹				〇		〇				〇

				48		3801		五反田　　忍								〇

				49		4927		関野　　　文						〇		〇		〇

				50		3334		角　　ひとみ								〇

				51		3175		渡辺　　千草		〇						〇

				52		3289		高橋　　淳美		〇

				予備1		3994		茶谷　　　桜

				予備10		4569		中澤　　宏奈				〇

				予備2		4243		西村　　　歩						〇		〇

				予備3		3518		倉田　　郁美

				予備4		4286		平田　さやか				〇

				予備5		4014		片岡　　恵里		〇						〇

				予備6		3474		松瀬　　弘美								〇

				予備7		4825		倉持　　莉々						〇				〇

				予備8		4349		犬童　　千秋

				予備9		4726		島田　なぎさ						〇				〇





登場順

		登場順 トウジョウ ジュン		登録番号 トウロク バンゴウ		氏　名 シ メイ		フリガナ				登場順 トウジョウ ジュン		登録番号 トウロク バンゴウ		氏　名 シ メイ		フリガナ

		1										27

		2										28

		3										29

		4										30

		5										31

		6										32

		7										33

		8										34

		9										35

		10										36

		11										37

		12										38

		13										39

		14										40

		15										41

		16										42

		17										43

		18										44

		19										45

		20										46

		21										47

		22										48

		23										49

		24										50

		25										51

		26										52



































ファンシート

		花束ゾーンＡ ハナタバ								花束ゾーンＢ ハナタバ



		登場順 トウジョウ ジュン		選手名 センシュメイ						登場順 トウジョウ ジュン		選手名 センシュメイ

		1				選手 センシュ				8				選手 センシュ

		2				選手 センシュ				9				選手 センシュ

		3				選手 センシュ				10				選手 センシュ

		4				選手 センシュ				11				選手 センシュ

		5				選手 センシュ				12				選手 センシュ

		6				選手 センシュ				13				選手 センシュ

		7				選手 センシュ				14				選手 センシュ



		15				選手 センシュ				22				選手 センシュ

		16				選手 センシュ				23				選手 センシュ

		17				選手 センシュ				24				選手 センシュ

		18				選手 センシュ				25				選手 センシュ

		19				選手 センシュ				26				選手 センシュ

		20				選手 センシュ				27				選手 センシュ

		21				選手 センシュ				28				選手 センシュ



		29				選手 センシュ				35				選手 センシュ

		30				選手 センシュ				36				選手 センシュ

		31				選手 センシュ				37				選手 センシュ

		32				選手 センシュ				38				選手 センシュ

		33				選手 センシュ				39				選手 センシュ

		34				選手 センシュ				40				選手 センシュ



		41				選手 センシュ				47				選手 センシュ

		42				選手 センシュ				48				選手 センシュ

		43				選手 センシュ				49				選手 センシュ

		44				選手 センシュ				50				選手 センシュ

		45				選手 センシュ				51				選手 センシュ

		46				選手 センシュ				52				選手 センシュ
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