
５月10日(水)　香枦園
1位トーナメント

山脇 千佳子・瀧本 友見 城之園 純子・阪上 恒美

(ｺｽﾊﾟ神崎川・ﾛﾍﾞﾘｱ) (M’S13・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

西山 由紀子・渡部 裕子 64 木村 智美・久保田 美鈴

(C&D) 61 (ITC・ﾛﾍﾞﾘｱ)

山中 美穂子・竹谷 浩美 63 森 梨沙・桑嶋 乃梨子

(芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ・ﾛﾍﾞﾘｱ) 63 65 (一般・GR8)

中西 佳奈美・出口 良子 60 安達 裕子・沢辺 悦子

(ﾁ-ﾑF・松田ﾃﾆｽ塾) (TC神戸)

松本 順子・村上 雅子 64 倉地 純子・開地 美香

(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) 63 WO (TC.EGG・ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

服部 恭子・藤井 玲子 62 田畑 昌子・佐野 陽子

(芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ・松田ﾃﾆｽ塾) (香枦園・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

入 純子・吉田 昌希子 60 山本 よしこ・辻 英子

(ﾉｱ西宮) 64 (香枦園・松田ﾃﾆｽ塾)

伊藤 奈津子・貴志 久美子 65 61 薦田 妙子・阪上 由美子

(香枦園・ﾛﾍﾞﾘｱ) (TASU-club・Do-planning)

林 陽子・松永 きよみ 61

(川西ﾛｰﾝTC・川西北TC)

北尾 広子・牛嶋 美子 65 64 牧田 由利子・倉橋 美幸

(NAMP・ﾛﾍﾞﾘｱ) (Free style・西宮TC)

賀集 彰子・上野 登紀子 63 萩原 美津子・松村 すみ江

(すま離宮TS) 62 (仁川TS・芦屋国際ﾛｰﾝTC)

大前 まゆみ・松村 善子 64 山田 美佐緒・渡邉 真由美

(城山公園TS・TEAM MARS) 65 64 (香枦園・NAMP)

高見 潤子・鑑継 佐和実 WO 田中 有美子・長岡 智子

(松田ﾃﾆｽ塾) (香枦園)

奥田 久美子・正井 雪江 62 小林 温子・田中 美樹

(Sﾃﾆｽ) 65 62 (甲子園TS・Trantotte)

川﨑 詩乃・宮森 亜紀子 61 筧中 幹代・尾﨑 久美子

(TC神戸・協同学苑) (松田ﾃﾆｽ塾)

小林 裕恵・浜野 有紀 62 伊藤 美由紀・山下 百合

(芦屋国際ﾛｰﾝTC・すま離宮TS)
63 (阪急仁川・ｱｽﾞ)

奥主 ゆり・山中 洋子 62 65 小林 純子・村田 有子

(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・松田ﾃﾆｽ塾) (松田ﾃﾆｽ塾・ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙｸﾗﾌﾞ)

石原 まり子・芝田 智美 61 63 渡部 秀子・河野 節子

(香枦園) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)
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５月９・10日(火・水)　香枦園
2位トーナメント
藤井 宜子・有年 日登美 4 1 喜多 あゆみ・大矢根 由佳
(芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ・ｵｰﾗﾝﾄﾞ) (ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝ)
柴田 悦子・川崎 由佳 40 有賀 裕子・河奥 真奈美
(香枦園) 41 (川西ﾛｰﾝTC)
本田 志美・渡辺 香織 40 南 美雪・西川 名美
(阪急仁川・一般) 41 42 (ﾘﾌﾚｯｼｭ・一般)
鷹取 典子・藤沢 かおる 40 木村 真弓 ・審 佐和子
(阪急仁川・ﾉｱ西宮) (松田ﾃﾆｽ塾)
森脇 三穂・松持 知子 43 鎌田 幸美・中澤 真理
(ｻｳｻﾘ-ﾄ・阪急仁川) 40 43 (阪急仁川・ﾃﾆｽﾋﾙ仁川)
上村 留美子・遠藤 比富美 42 荒谷 陽子・長島 由実
(ﾛﾍﾞﾘｱ・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS六甲・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞ)
手川 美奈子・松下 佐代子 43 岡 美智代・片岡 典代
(TC三田・三木ﾛｲﾔﾙ) 41 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ITC)
小倉 優子・永井 真弓 42 42 野村 芳子・八川 三保子
(TASU-club・ﾉｱ宝塚) (松田ﾃﾆｽ塾)
下山 麻紀子・竹内 多香子 41
(TC神戸・すま離宮TS)
小林 篤子・永田 明美 43 40 池垣 百合・須田 智美
(芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ・香枦園) (阪急仁川・ｻｳｻﾘ-ﾄ)
八塚 恵子・入江 千緒 41 眞田 文代・川﨑 由美子
(多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ) 41 (ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園)
藤田 るみ・吉井 心美 42 安永 千晶・小島 智美
(芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ・GR8) 40 43 (松田ﾃﾆｽ塾・TASU-club)
太田 聖美・井上 いく子 41 米岡 朋子・松長 真紀
(阪急仁川・ﾉｱ宝塚) (甲子園TS・ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎)
佐々木 惠子・笹木 香織 40 肥越 綾・城戸 美奈子
(ﾁ-ﾑF) 42 40 (すま離宮TS)
井上 貴子・吉橋 純子 42 中田 真智子・﨑浴 美奈子
(松田ﾃﾆｽ塾) (ﾛﾍﾞﾘｱ・TC三田)
藤原 知美・木村 千夏 40 黒川 恭子・小南 篤美
(TC神戸・GR8) 43 (香枦園・NAMP)
吉田 知華子・松尾 千歳 42 41 白瀬 千富・嶋中 晴美
(阪急仁川・ｻｳｻﾘ-ﾄ) (協同学苑・芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ)
湯澤 理香・池浦 政子 42 43 古瀬 瞳・長井 真澄
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・松田ﾃﾆｽ塾) (GR8)

３位トーナメント
田中 礼子・藤井 優子 4 3 高松 真由美・博多 志津子
(一般・ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS六甲) (TASU-club・阪急仁川)
松山 みか・藤尾 直子 41 仁井田 恵都子・宗田 ﾚｲ子
(阪急仁川) 40 (Do-planning)

WO 北山 由華・藤井 環
41 40 (香枦園・松田ﾃﾆｽ塾)

四谷 美保・薮内 博子 41 川端 美春・山村 納奈子
(ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS六甲・TC神戸) (香枦園)
石田 智代・新堂 さゆり 40 河合 由理・横山 美加
(松田ﾃﾆｽ塾) 41 40 (松田ﾃﾆｽ塾)
山中 久美子・黌農 佳永子 43 本田 法子・村尾 都
(香枦園・一般) (松田ﾃﾆｽ塾)
山本 由紀子・東井 真奈美 40 佐川 美子・照屋 英子
(香枦園) 43 (TASU-club)
中尾 みゆき・藤澤 慶子 41 41 久保 晴美・南波 真知
(ﾁ-ﾑ丸尾) (ｺｽﾊﾟ神崎川・NAMP)
望月 美誉子・中山 尚子 42
(ﾃﾆｽｱﾒﾆﾃｨ園田)
西脇 幸子・安留 惠子 42 43 平峰 真由美・李 陽子
(一般・ﾉｱ西宮) (松田ﾃﾆｽ塾・ﾁｰﾑｳﾞｧﾝｷｯｼｭ)
中嶋 ゆり子・地田 陽子 40 木野 裕子・迫 明子
(松田ﾃﾆｽ塾・一般) 42 (一般・ﾃﾆｽﾋﾙ仁川)
金子 啓子・井上 純代 43 加藤 玲子・岡崎 英子
(松田ﾃﾆｽ塾) 42 43 (芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞ)
上岡 環・表  順子 40 中村 雅子・山﨑 裕子
(松田ﾃﾆｽ塾・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC) (すま離宮TS・三木ﾛｲﾔﾙ)

WO 荒東 明子・安田 ゆり子
40 43 (NLA)

井上 由起美・八島 幸子 43 田井 洋子・寺澤 陽子
(香枦園) (ﾉｱ西宮)
中野 真紀・宇野　洋子 40 白田 篤子・野津 美智
(松田ﾃﾆｽ塾・香枦園) 43 (TC神戸)
槙 真知子・吉田 博江 41 40 三木 さゆり・古市 珠美
(香枦園) (阪急仁川)
渡邊 豊恵・井関 純子 40 WO
(ﾛﾍﾞﾘｱ)18 BYE 35
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　　　　柴田・川崎
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