
《S2》中央 NO.1

Ａ 8:45 1 2 3 4 成績 順位 Ｆ 11:00 21 22 23 24 成績 順位

平峰 真由美・李 陽子 黒川 恭子・川崎 由佳
(松田ﾃﾆｽ塾・O.T.P) (香枦園)

荒木 桐子・田渕 弓 松村 富士子・北野 裕子

(WAY WARD・星和高原TC) (松田ﾃﾆｽ塾・江坂TC)

佐藤 栄子・小池 智子 安達 典子・波戸 薫
(箕面ITC) (ﾁ-ﾑ丸尾・一般)

相良 京子・江口 芳美 小島 晴美・松村 鎮子
(JSｸﾗﾌﾞ・J.Sｸﾗﾌﾞ) (すずらんﾛ-ﾝ・一般)

Ｂ 8:45 5 6 7 8 成績 順位 Ｇ 13:00 25 26 27 28 成績 順位

吉田 知華子・松尾 千歳 入 純子・吉田 昌希子
(阪急仁川・ｻｳｻﾘ-ﾄ) (ﾉｱ西宮)

下山 麻紀子・武田 智香 濱村 美也子・一条 容子

(香枦園・TASU-Club) (まっぽん)

牧田 由利子・倉橋 美幸 坪倉 三恵・田上 みさを

(Free style・西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

川崎 るみ子・貴志 久美子 相良 睦子・前田 喜久子

(TRTA・ﾛﾍﾞﾘｱ) (ﾌﾚﾝﾄﾞ・OJM)

Ｃ 8:45 9 10 11 12 成績 順位 Ｈ 13:00 29 30 31 32 成績 順位

渡部 秀子・河野 節子 井上 貴子・吉橋 純子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) (松田ﾃﾆｽ塾)

柿木 広美・文村 昭栄 水木 洋子・西森 亜希子

(J.Sｸﾗﾌﾞ) (香枦園・ｺﾅﾐ江坂)

嶋中 晴美・バロウ 妙子 中村 久仁子・杉田 幸子

(芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ・香枦園) (阪急仁川)

吉田 裕子・吉田 由美子 本田 法子・仁井田 恵都子

(五月山TC・第一ｸﾞﾘｰﾝ) (松田ﾃﾆｽ塾・Do planning club)

Ｄ 11:00 13 14 15 16 成績 順位 Ｉ 13:00 33 34 35 36 成績 順位

米岡 朋子・内田 和子 阪上 恒美・小南 篤美
(甲子園TS・ｻ-ｸﾙS) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・PanaChildren)

松長 真紀・野村 恭子 中田 真智子・久保田 美鈴

(ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎・TC神戸) (ﾛﾍﾞﾘｱ)

野島 礼子・御幡 裕美 栗山 麻奈美・大井 由美子

(井山HST・香枦園) (ｸﾘｽﾀﾙ・一般)

本田 まゆ・飯島 加奈子 山中 美穂子・山本 栄子

(Team-F・万博ﾚﾃﾞｨ-ｽ) (芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞTC・阪急仁川)

Ｅ 11:00 17 18 19 20 成績 順位

上村 留美子・一ツ家 由紀代

(ﾛﾍﾞﾘｱ・ｵｰﾗﾝﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

須田 智美・田中 あゆみ

(ｻｳｻﾘ-ﾄ)

三浦 佳美・西村 容子
(芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ)

伊藤 奈津子・坂根 咲央里

(ITC・香枦園)

第32回兵庫ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾁｬﾚﾝｼﾞﾏｯﾁ 2018秋

11月20日(火) 香枦園
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《S2》中央 NO.2

Ｊ 8:45 37 38 39 40 成績 順位 Ｎ 11:00 53 54 55 56 成績 順位

長岡 智子・芝田 智美 三原 悦代・阪上 由美子

(香枦園) (芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞTC・Do planning club)

平田 裕子・﨑浴 美奈子 楠 容子・市川 由美
(TC三田) (松田ﾃﾆｽ塾・JSｸﾗﾌﾞ)

伊藤 美由紀・山下 百里 加藤 晴巳・近藤 里香
(阪急仁川・ｱｽﾞ) (ﾚｲﾝﾎﾞ-彩都・ETA)

大澤 まや・酒井 洋子 柳田 純子・横田 俊子
(一般・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

Ｋ 8:45 41 42 43 44 成績 順位 Ｏ 11:00 57 58 59 60 成績 順位

山道 知代美・髙橋 和子 城戸 美奈子・肥越 綾
(TASU-Club・川西市ﾛ-ﾝTC) (すま離宮TS)

奥内 茜・石垣 祐紀枝 吉田 彩・瀬尾 祐子
(万博TG・ﾚｲﾝﾎﾞ-彩都) (くにじま・香枦園)

森 幸江・藤井 恵子 黒川 ひろみ・鳥井 はるみ

(美原の森TG・まっぽん) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

山下 圭・小野 修代 林田 美江・池浦 政子
(すま離宮TS) (万博TC・松田ﾃﾆｽ塾)

Ｌ 8:45 45 46 47 48 成績 順位 Ｐ 13:00 61 62 63 64 成績 順位

田中 麻里・白田 篤子 竹安 由起子・北 美鈴
(TC神戸) (ﾉｱ宝塚・ﾙｰｾﾝﾄ豊中)

桂田 泰世・湯澤 理香 仲林 尚子・星野 雅子
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ) (多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝ)

櫟 真由美・水倉 容子 谷井 裕子・西村 麻祐美
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ) (TASU-Club・松田ﾃﾆｽ塾)

細原 知美・尊田 奈穂子 藤田 裕倫子・搗本 佳子

(PanaChildren・一般) (ｲｰｽﾄﾀｳﾝ・五月山TC)

Ｍ 11:00 49 50 51 52 成績 順位

川端 美春・山村 納奈子

(香枦園)

兵頭 かおり・石神 ゆかり

(TAC桃山・Do planning club)

西村 美緒・佐藤 秀子
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

服部 恭子・藤井 玲子
(芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ・松田ﾃﾆｽ塾)

1 平峰 真由美・李 陽子 (松田ﾃﾆｽ塾・O.T.P) 9 長岡 智子・芝田 智美 (香枦園)

2 竹安 由起子・北 美鈴 (ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃ-ｼﾞ宝塚・ﾙｰｾﾝﾄ豊中) 入 純子・吉田 昌希子 (ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃ-ｼﾞ西宮)

上村 留美子・一ツ家 由紀代(ﾛﾍﾞﾘｱ・ｵｰﾗﾝﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 三原 悦代・阪上 由美子 (芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞTC・Do planning club)

田中 麻里・白田 篤子 (ﾃﾆｽｺﾐﾆｭｹ-ｼｮﾝ神戸) 12 渡部 秀子・河野 節子 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

5 阪上 恒美・小南 篤美 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・ﾊﾟﾅﾁﾙﾄﾞﾚﾝ) 13 山道 知代美・髙橋 和子 (TASU-Club・川西市ﾛ-ﾝTC)

井上 貴子・吉橋 純子 (松田ﾃﾆｽ塾) 黒川 恭子・川崎 由佳 (香枦園)

川端 美春・山村 納奈子 (香枦園) 城戸 美奈子・肥越 綾 (すま離宮TS)

8 米岡 朋子・内田 和子 (甲子園TS・ｻ-ｸﾙS) 16 吉田 知華子・松尾 千歳 (阪急仁川TC・ｻｳｻﾘ-ﾄ)

☆ ポイントが同じ場合、シードの順位は抽選で決めました
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11月21日(水) 香枦園
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