
《S2》中央 NO.1

Ａ 8:45 1 2 3 4 成績 順位 Ｅ 11:00 16 17 18 19 成績 順位

平峰 真由美・李 陽子 西川 りか・齊藤 文子
(松田ﾃﾆｽ塾・O.T.P) (わくわく稲美TC)

木原 紀子・黌農 佳永子 香川 玲子・林 陽子
(一般・ｻ-ｸﾙS) (川西市ﾛ-ﾝTC)

久保田 美鈴・中田 真智子 水倉 容子・御幡 裕美
(ﾛﾍﾞﾘｱ) (芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ・香枦園)

佐藤 栄子・小池 智子 本田 まゆ・志水 雅子
(箕面ITC) (Team-F・万博TG)

Ｆ 11:00 20 21 22 23 成績 順位

Ｂ 13:00 5 6 7 成績 順位 大原 芳子・若林 理香

渡部 秀子・河野 節子 (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) 仲林 尚子・星野 雅子

山脇 千佳子・小阪 紀子 (多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC)

(ｺｽﾊﾟ神崎川・ｻ-ｸﾙS) 倉橋 美幸・牧田 由利子

兵頭 かおり・石神 ゆかり (西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ・Free style)

(TAC桃山・Do planning) 西森 亜希子・水木 洋子

(ｺﾅﾐ江坂・香枦園)

Ｃ 8:45 8 9 10 11 成績 順位 Ｇ 11:00 24 25 26 27 成績 順位

黒川 恭子・川崎 由佳 永井 真弓・小倉 優子
(香枦園) (甲子園TC・TASU-Club)

奥谷 綾・海野 順子 西村 容子・三浦 佳美
(阪急仁川) (芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ)

松波 江寸子・小島 覧花 田中 あゆみ・須田 智美

(TC三田・すま離宮TS) (ｻｳｻﾘ-ﾄ)

玉 清美・中山 美香 坪倉 三恵・田上 みさを

(芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ・火の鳥) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

Ｄ 8:45 12 13 14 15 成績 順位 Ｈ 13:00 28 29 30 31 成績 順位

長岡 智子・芝田 智美 岡 美智代・片岡 典代
(香枦園) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸・ITC)

上田 恭代・新堂 さゆり 石原 まり子・前田 由美子

(阪急仁川・松田ﾃﾆｽ塾) (香枦園・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

嶋津 明美・橋本 智帆 池田 実希子・本田 法子

(ｶｸﾃﾙ企画・万博TG) (ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽﾜｰﾙﾄﾞ石切・松田ﾃﾆｽ塾)

野口 保子・大林 恭子 下村 暢子・松村 すみ江
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC) (WAY WARD・芦屋国際ﾛ-ﾝTC)

Ｉ 8:45 32 33 34 35 成績 順位 Ｊ 8:45 36 37 38 39 成績 順位

川端 美春・山村 納奈子 手川 美奈子・西川 名美

(香枦園) (TC三田・一般)

吉田 博美・黒川 ひろみ 松長 真紀・野村 恭子
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸) (ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎・TC神戸)

中尾 万晶子・井垣 朋子 松村 鎮子・福原 優子
(ﾛﾍﾞﾘｱ) (一般・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ)

楠 容子・市川 由美 山﨑 春代・坂本 智子
(松田ﾃﾆｽ塾・NLA) (芦屋国際ﾛ-ﾝTC・一般)
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《S2》中央 NO.2

Ｋ 13:00 40 41 42 成績 順位 Ｍ 11:00 47 48 49 50 成績 順位

八塚 恵子・村上 雅子 澤田 桃子・審 佐和子
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) (一般・松田ﾃﾆｽ塾)

山口 淳子・中村 雅子 瀬尾 祐子・林 美紀
(一般・すま離宮TS) (香枦園・一般)

米岡 朋子・西村 麻祐美 安達 典子・波戸 薫
(甲子園TS・松田ﾃﾆｽ塾) (ﾁ-ﾑ丸尾・一般)

入 純子・吉田 昌希子
(ﾉｱ西宮)

Ｌ 11:00 43 44 45 46 成績 順位 Ｎ 13:00 51 52 53 54 成績 順位

43 正井 雪江・奥田 久美子 肥越 綾・城戸 美奈子
(星和高原TC) (すま離宮TS)

44 石原 まり子・川本 由美子 高松 真由美・荻野 千津子

(一般・ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81) (TASU-Club・Trantotte)

45 川崎 るみ子・貴志 久美子 中塚 麻由子・西牧 佳子
(TRTA・ﾛﾍﾞﾘｱ) (三木ﾛｲﾔﾙTC・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

伊藤 奈津子・坂根 咲央里 飯島 加奈子・瀧口 あかね

(NICC・香枦園) (ｺｽﾊﾟ神崎川・ｲｰｽﾄﾃﾆｽｽｸｰﾙ吹田)

Ｏ 13:00 55 56 57 成績 順位 Ｐ 13:00 58 59 60 61 成績 順位

櫟 真由美・池浦 政子 竹安 由起子・北 美鈴
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・松田ﾃﾆｽ塾) (ﾉｱ宝塚・LTC豊中)

池  恵理子・林田 美江 後藤 久美子・林 純子
(万博・万博TC) (ﾛﾍﾞﾘｱ)

田井 佳代・福岡 秀実 山下 圭・小野 修代
(ﾘﾌﾚｯｼｭ・香枦園) (すま離宮TS)

森川 順子・三原 悦代
(松田ﾃﾆｽ塾・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ)

1 平峰 真由美・李 陽子 (松田ﾃﾆｽ塾・O.T.P) 9 手川 美奈子・西川 名美 (TC三田・一般)

2 竹安 由起子・北 美鈴 (ﾉｱ宝塚・LTC豊中) 黒川 恭子・川崎 由佳 (香枦園)

正井 雪江・奥田 久美子 (星和高原TC) 永井 真弓・小倉 優子 (甲子園TC・TASU-Club)

西川 りか・齊藤 文子 (わくわく稲美TC・わくわく稲美) 12 肥越 綾・城戸 美奈子 (すま離宮TS)

5 長岡 智子・芝田 智美 (香枦園) 13 八塚 恵子・村上 雅子 (多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

岡 美智代・片岡 典代 (ﾕﾆﾊﾞ-神戸・ITC) 渡部 秀子・河野 節子 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

澤田 桃子・審 佐和子 (一般・松田ﾃﾆｽ塾) 大原 芳子・若林 理香 (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

8 川端 美春・山村 納奈子 (香枦園) 16 櫟 真由美・池浦 政子 (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・松田ﾃﾆｽ塾)
☆ ポイントが同じ場合、シードの順位は抽選で決めました

4月2日(火) 芦屋公園
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※６位までＳ３に上がります

　　　　　　　　　　　　　　　　中央　Ｓ２　　　　　　　　　4月9日(火)香枦園
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