
NO.1

Ａ 10:30 1 2 3 4 成績 順位 Ｆ 10:30 20 21 22 23 成績 順位

松田 かつゑ・松村 善子 中谷 尚美・吉井 心美
(TEAM MARS) (ﾁ-ﾑ丸尾・GR8)

山田 綾・田房 富久子 中西 千穂・丹田 良江
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・一般) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

前原 ひろみ・上谷 るみ 本田 あゆみ・佐藤 有美
(ち-むとっぷがん・TC三田) (一般)

山本 絹代・谷川 知子 岡本 真澄・植田 昌子
(天王山倶楽部) (井山HST・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

Ｇ 12:30 24 25 26 27 成績 順位

Ｂ 10:30 5 6 7 成績 順位 柴田 悦子・油納 直子

広岡 聖子・古井 悦子 (香枦園)

(書写TC・一般) 土岡 三智子・小室 利美

魚澤 めぐみ・新谷 弘子 (すずらんﾛ-ﾝ・ﾛﾍﾞﾘｱ)

(Sﾃﾆｽ) 志牟田 真理子・新頭 朋子

塩道 靖子・萩原 和子 (ﾉｱ姫路・書写TS)

(すま離宮) 三浦 洋子・井上 裕紀子
(TASU-Club・松田ﾃﾆｽ塾)

Ｃ 10:30 8 9 10 11 成績 順位 Ｈ 12:30 28 29 30 31 成績 順位

金本 真津美・松本 明子 岡 美智代・片岡 典代
(西神NTG) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸・ITC)

茂木 祐子・村脇 佳子 熊谷 節代・高山 悦子
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸) (すずらんﾛ-ﾝ)

中村 景子 ・井内 みすず 柚野 信子・山﨑 裕子
(TEAM MARS ・すずらんﾛ-ﾝ) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・三木ﾛｲﾔﾙTC)

手川 美奈子・木村 智美 恩田 綾子・鈴木 昌美
(TC三田・ITC) (わくわく稲美・協同学苑)

Ｄ 10:30 12 13 14 15 成績 順位

木村 和子・清水 可奈子 Ｉ 10:30 32 33 34 成績 順位
(書写TS・ﾊﾟｲﾝTC) 大原 芳子・若林 理香

藤井 宜子・有年 日登美 (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

(芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ・ｵｰﾗﾝﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 川髙 恵子・濱田 寿代

青木 ゆう・前田 真紀子 (teamよっし~☆・すま離宮)

(わくわく稲美) 玉田 富美子・東根 明美

開地 美香・倉地 純子 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

(ﾕﾆﾊﾞ-神戸・T-EGG)

Ｅ 10:30 16 17 18 19 成績 順位 Ｊ 12:30 35 36 37 38 成績 順位

横山 文・北山 由華 小島 智美・伊東 育子
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸・香枦園) (TASU-Club・星和高原TC)

平石 あつ子・中塚 麻由子 松村 すみ江・山崎 春代
(三木ﾛｲﾔﾙTC) (芦屋国際ﾛ-ﾝTC)

山下 幸美・前田千鶴子 松村 仁美・河辺 季子
(ﾃﾝｲﾝﾄﾞｱﾌｨ-ﾙﾄﾞ・ﾃﾝｲﾝﾄﾞｱﾌｨｰﾙﾄﾞ) (ﾃﾆｽヒル仁川・松田ﾃﾆｽ塾)

駒田 るい子・松永 きよみ 賀集 彰子・吉田 聖子
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝ) (すま離宮・わくわく稲美)
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NO.2

Ｋ 12:30 39 40 41 42 成績 順位 Ｍ 12:30 46 47 48 49 成績 順位

平松 正子・森下 圭 正井 雪江・奥田 久美子
(Trantotte) (星和高原TC)

髙松 眞由美・口分田 裕子 新堂 さゆり・萩原 美津子

(TASU-Club・ｻ-ｸﾙS) (松田ﾃﾆｽ塾・仁川TS)

石原 まり子・前田 由美子 長目 さつき・吉田 博江
(香枦園・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) (香枦園)

浦 理英・苗村 智津 齊藤 文子・西川 りか
(ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎) (わくわく稲美)

Ｌ 10:30 43 44 45 成績 順位

水鳥　美津子・漆原 かおり

(ﾉｱ姫路・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

橋本 貴美子・白井 利江子

(協同学苑・緑が丘TC)

名賀 由美子・継山 敏子
(すずらんﾛ-ﾝ)

《S2》 西

11月19日(月) 吉川運動公園
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1 松田 かつゑ・松村 善子(TEAM MARS) 9 大原 芳子・若林 理香 (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

2 正井 雪江・奥田 久美子(星和高原TC) 中谷 尚美・吉井 心美 (ﾁ-ﾑ丸尾・GR8)

3 木村 和子・清水 可奈子(書写TS・ﾊﾟｲﾝTC) 水鳥　美津子・漆原 かおり(ﾉｱ姫路・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

4 小島 智美・伊東 育子 (TASU-Club・星和高原TC) 12 広岡 聖子・古井 悦子 (書写TC・一般)

5 岡 美智代・片岡 典代 (ﾕﾆﾊﾞ-神戸・ITC) 13 賀集 彰子・吉田 聖子 (すま離宮TS・わくわく稲美)

柴田 悦子・油納 直子 (香枦園) 横山 文・北山 由華 (ﾕﾆﾊﾞ-神戸・香枦園)

平松 正子・森下 圭 (Trantotte) 齊藤 文子・西川 りか (わくわく稲美)

8 金本 真津美・松本 明子(西神NTG) 16 山本 絹代・谷川 知子 (天王山倶楽部)

☆ 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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【シード選手】


