
9月19日(木）20日(金）

小林 温子・田中 美樹 福島 真智子・中澤 恵子
(ﾉｱ西宮・Trantotte) (Runup)

渡邉 真由美・伊田 成美 河崎 純江・正躰 八千代
(香枦園) (TEAM MARS・星和高原TC)

細原 知美・本田 まゆ 漆原 かおり・川崎 ちひろ
(PanaChildren・Team-F) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

坂下 久美子・塩田 育恵 太田 香織・中山 里茶
(TASU-Club・香枦園) (ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園)

渡部 裕子・宮路 知子 中澤 真理・長岡 智子
(C&D・TASU-Club) (ﾃﾆｽﾋﾙ仁川・香枦園)

塩道 靖子・萩原 和子 古庄 信子・福本 麻紀
(すま離宮TS) (ﾃﾆｽｱﾒﾆﾃｨ園田・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

中尾 みゆき・藤澤 慶子 曽谷 亜由美・根木 亜希
(ﾁ-ﾑ丸尾) (S-SHOT・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

一ツ家 由紀代・川口 まゆみ 八川 三保子・野村 芳子
(一般・ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC) (松田ﾃﾆｽ塾)

山中 洋子・油野 陽子 福永 奈美・水方 紀代
(松田ﾃﾆｽ塾・CIRCLE S) (ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園)

肥越 綾・城戸 美奈子 井上 由起美・有年 日登美
(すま離宮TS) (香枦園・星和高原TC)

浦 理英・苗村 智津 奥野 千鶴・日尾 温子
(ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎) (岩田特戦隊・Sﾃﾆｽ)

稲田 美由紀・阪上 恒美 手川 美奈子・西川 名美
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) (TC三田・一般)

木村 真弓 ・笹尾 陽子 山田 郁子・玉 清美
(松田ﾃﾆｽ塾) (一般・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ)

三好 順子・島田 珠美 田井 佳代・福岡 秀実
(Team E) (ﾘﾌﾚｯｼｭ・香枦園)

山名 かおり・浜野 有紀 川端 美春・山村 納奈子
(すま離宮TC・すま離宮TS) (香枦園)

砂口 美紀子・藤原 有里 伊東 育子・小島 智美
(一般・S-SHOT) (星和高原TC・TASU-Club)

大橋 扶企子・水鳥 美津子 黒崎 育美・竹内 多香子
(TS-書写・ﾉｱ姫路) (すま離宮TS)

下山 麻紀子・宮森 亜紀子 八塚 恵子・村上 雅子
(香枦園・協同学苑TS) (多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

楠 容子・仁井田 恵都子 水谷 有美・久保田 志津
(松田ﾃﾆｽ塾・Do planning) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

大原 芳子・中安明子 東川 宏美・越智 ゆり
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸) (ｼﾞｭ ﾄﾞ ﾎﾟ-ﾑ・ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC)

津田 和美・前田 京子 黒川 恭子・川崎 由佳
(一般・ﾛﾍﾞﾘｱ) (香枦園)

広岡 聖子・岡本 晶子 園山 真紀・石山 智子
(書写TC・ﾉｱBM) (ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC)

牧田 由利子・倉橋 美幸 桑嶋 乃梨子・森 梨沙
(Free style・西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) (GR8)

山本 美奈子・安達 裕子 岡 智香・岡田 綾
(ﾉｱBM・香枦園) (香枦園)

山口 仁美・岩越 雅美 池野 友美・植野 啓子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・ITC掖谷) (Sﾃﾆｽ)

佐藤 由美子・田中 有美子 南 美雪・浅井 幸恵
(阪急仁川TC・香枦園) (ﾘﾌﾚｯｼｭ・O.T.P)

佐々木 惠子・竹安 由起子 森脇 三穂・松持 知子
(Team-F・ﾃﾆｽﾋﾙ仁川) (ｻｳｻﾘ-ﾄ・阪急仁川TS)

伊藤 由香・前川　綾子 相澤 明美・井上 瑞希
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) (ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC・すま離宮TS)

鷹取 典子・藤沢 かおる 大澤 多美子・小野 益美
(阪急仁川TS・ﾉｱ西宮) (Trantotte・TC神戸)

上田 奈美・安永 千晶 阪上 由美子・薦田 妙子
(松田ﾃﾆｽ塾) (Do planning・TASU-Club)

小阪 紀子・山脇 千佳子 駒田 るい子・松永 きよみ
(CIRCLE S・ｺｽﾊﾟ神崎川) (多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC・ｺｽﾊﾟ神崎川)

五井 節子・冨山 美麗 田中 麻里・白田 篤子
(阪急仁川TC・阪急仁川) (TC神戸)
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