
奥田 久美子・正井 雪江 肥越 綾・城戸 美奈子
(Sﾃﾆｽ) (すま離宮TS)

土井 知子・西川 幸子 62 62 岩崎 佳苗・風間 和美
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸) (Runup・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

金津 信子・井口 操 W.O 63 日尾 温子・有沢 とも子
(ﾃﾆｽﾋﾙ仁川・ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS) (Sﾃﾆｽ)

川髙 恵子・濱田 寿代 63 60 神先 みか・西田 まこと
(teamよっし～☆・すま離宮TC) (すま離宮TS・書写TS)

細原 知美・五島 かずみ 75 62 松本 智子・大澤 美恵
(Pana Children) (書写TS)

竹中 加奈子・小林 幸代 62 62
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

浜野 有紀・小林 裕恵 61 池垣 百合・山中 洋子
(すま離宮TS・芦屋国際ﾛｰﾝTC) (阪急仁川・松田ﾃﾆｽ塾)

谷郷 美奈子・広岡 聖子 62 75 川﨑 詩乃・宮森 亜紀子
(ﾉｱ姫路・書写TS) (TC神戸・協同学苑)

安達 裕子・沢辺 悦子 61 76 小阪 紀子・久保 晴美
(TC神戸) (5) (ｻ-ｸﾙS・古田TC)

藤井 いさ子・山﨑 裕子 64 62 竹内 浩美・前畑 洋子
(一般・三木ﾛｲﾔﾙ) (書写TC)

中尾 みゆき・安達 典子 75 75 山内 清美・岡田 由佳
(ﾁ-ﾑ丸尾) (ITCｽｶｲｺ-ﾄ・みのたにｲﾝﾄﾞｱTS)

木村 智美・久保田 美鈴 62 62 山下 幸美・北村 ひろみ
(ITC・ﾛﾍﾞﾘｱ) (ﾃﾝｲﾝﾄﾞｱ・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

63 62

渡部 秀子・阪上 恒美 牧田 由利子・倉橋 美幸
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・阪急仁川) (Free style・西宮TC)

齊藤 文子・西川 りか 62 64 橋本 貴美子・白井 利江子
(一般・わくわく稲美TC) (協同学苑・緑ヶ丘TC)

伊藤 裕美子・中村 千代 62 W.O 小島 覧花・中野 裕子
(ﾙ･ｸｰﾙTA) (すま離宮TS・TC三田)

今井 貴子・前田 忍 60 64 前川 知子・迎山 裕美
(宝塚TC) (みのたにｲﾝﾄﾞｱTS)

瀧野 和代・東方 理恵 64 63 鈴木 尊子・名倉 香織
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸) (ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽAM’S)

南 美雪・西川 名美 64 61 平田 裕子・﨑浴 美奈子
(ﾘﾌﾚｯｼｭ・一般) (TC三田)

61 62

米岡 朋子・藤井 環 手川 美奈子・松下 佐代子
(甲子園・松田ﾃﾆｽ塾) (TC三田・三木ﾛｲﾔﾙ)

吉田 聖子・鈴木 昌美 61 62 福井 裕子・林 恭子
(わくわく稲美TC・ｱﾛ-ﾊﾟ-ﾂ) (みのたにｲﾝﾄﾞｱTS)

64 片岡 典代・岡 美智代
(ITC・ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

賀集 彰子・上野 登紀子 62 64 塩道 靖子・萩原 和子
(すま離宮TS) (すま離宮TS)

久保 千鶴・熊本 富美子 60 75 山下 直美・平峰 真由美
(三木ﾛｲﾔﾙ) (ｺｽﾊﾟ神崎川・松田ﾃﾆｽ塾)

中安明子・丹田 良江 75 60 中元 敦子・石田 理恵
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸) (たかしょう5)

小室 利美・古舞 直実 64 64 小林 篤子・藤田 るみ
(ﾛﾍﾞﾘｱ・ｽﾃｯﾌﾟ ﾜﾝ) (芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ)

63 61

上村 留美子・遠藤 比富美 清水 可奈子・木村 和子
(ﾛﾍﾞﾘｱ・ﾕﾆﾊﾞ-神戸) (ﾊﾟｲﾝTC・書写TS)
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