
第25回記念 大王製紙ｴﾘｴｰﾙﾚﾃﾞｨｽｵｰﾌﾟﾝ　本大会出場有資格選手ﾘｽﾄ

1.出場有資格選手

2006年ｼｰﾄﾞ選手 - 不動 裕理(特別ｼｰﾄﾞ扱い） 1  宮里 藍 2  大山 志保 3  横峯 さくら 4  藤井 かすみ

【50名】 5  表   純子 6  米山 みどり 7  李
イチヒ

 知 姫 8  服部 道子 9  辛 炫 周
シンヒョンジュ　

10  福嶋 晃子 11  全美貞
ジョンミジョン

12  山口 裕子 13  茂木 宏美 14  古閑 美保

15  李恩惠
リウンヘ

16  西塚 美希世 17  N･ｷｬﾝﾍﾞﾙ 18  天沼 智恵子 19  ｳｪｲﾕﾝｼﾞｪ

20  大場 美智恵 21  肥後 かおり 22  川﨑 充津子 23  馬場 ゆかり 24  ｼﾞｭﾘｰ 呂

25  具 倫 希
クユンヒ　

26  Ｔ･ﾀﾞｰﾃﾞｨﾝ 27  木村 敏美 28  斎藤 裕子 29  藤野 ｵﾘｴ

30  佐々木 慶子 31  阿蘇 紀子 32  飯島 茜 33  城戸 富貴 34  具 玉 姫
クオッキ

35  丁
ジョンユンジュ

 允 珠 36  呂 雅 恵
ロヤーフェイ

37  鬼沢 信子 38  大塚 有理子 39  高
コウウスン

 又 順

40  那須 美根子 41  高橋 美保子 42  前田 久仁子 43  中田 美枝 44  上原 彩子

45  川原 由維 46  高崎 奈央子 47  諸見里 しのぶ 48  中道 かおり 49  塩田 亜飛美

50  白戸 由香

特別ｼｰﾄﾞ選手【4名】
(公式戦優勝者･過去５年の賞金女王・永久ｼｰﾄﾞ)

51  不動 裕理 52  岡本 綾子 53  森口 祐子 54  涂
トアギョク

 阿 玉

1年以内のﾂｱｰ優勝者【予定1名】 55

本年度ﾌﾟﾛﾃｽﾄ第１位【1名】 56  有村 智恵

ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾂｱｰ優勝者【3名】 57 　10月決定 58 　10月決定 59 　10月決定

2005年ﾌｧｲﾅﾙＱＴ上位者 60  竹末 裕美 61  上田 桃子 62  裵
ペジェヒ

 宰 希 63  韓
ハンジヨン

 智 淵 64  村田 理恵

【20名見込み】 65  小川 あい 66  井上 葉香 67  李
イジョンウン

 定 垠 68  廣瀬 友美 69  入江 由香

70  北田 瑠衣 71  武田 久子 72  柴山 香織 73  門川 恭子 74  藤田 幸希
サイキ

※№81以降は次点候補選手 75  李 英 美
イヨンミ

76  西川 みさと 77  矢崎 和 78  鈴木 香織 79  小澤 瑞穂

80  塩谷 育代 81  平尾 南生子 82  新坂上 ゆう子 83  大竹 ｴｲｶ 84  野呂 奈津子

85  下村 真由美 86  古屋 京子 87  佐藤 靖子 88  任
リムソンウク

 宣 昱 89  成田 いづみ

90  祖父江 歩 91  頓所 由香 92  中島 千尋 93  岡田 伊津美 94  日下部 智子

95  櫛田 希世 96  坂東 貴代 97  渡辺 聖衣子 98  樋口 恵美 99  中野 晶

2.主催者推薦選手

大王製紙ｴﾘｴｰﾙﾚﾃﾞｨｽｵｰﾌﾟﾝｱﾏﾁｭｱ選手権2006　ｴﾘｴｰﾙｺﾞﾙﾌ(財田）大会　優勝者：堀奈津佳

大王製紙ｴﾘｴｰﾙﾚﾃﾞｨｽｵｰﾌﾟﾝｱﾏﾁｭｱ選手権2006　ｴﾘｴｰﾙｺﾞﾙﾌ松山大会　優勝者：横山倫子

日刊ｱﾏ杯の優勝者(2006年11月1日決定)　　１名選出

有力ｱﾏﾁｭｱ選手　１．宮里美香、２．原江里菜、３．服部真夕　　３名選出

主催者推薦選考会の上位8名(2006年11月14日決定)　　８名選出
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