
《S1》 NO.1

Ａ 9:15 1 2 3 4 成績 順位 Ｆ 11:45 19 20 21 22 成績 順位

古市 珠美・三木 さゆり 藤中 裕美子・濱崎 さやか

(GR8) (住友総合ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ・香枦園)

牧野 なお・徳野 純子 中田 恵利子・野曽原 佐都美

(箕面ITC) (ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC)

冨田 ゆかり・宮崎 まゆみ 黒田 由香・前西 麻寿子

(西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ・甲風園TS) (ﾌｧﾐﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

平賀 郁美・横山 千鶴 新居 聖恵・中山 直子

(ﾌｧﾐﾘｰ) (梅塾)

Ｇ 11:45 23 24 25 26 成績 順位

Ｂ 9:15 5 6 7 成績 順位 鍛冶 明子 ・河合 志津

黒田 めぐみ・酒本 久美子 (Team-F・pratico)

(甲風園TS・一般) 渡辺 めぐみ・上田 弥佐子

西尾 みゆき・山中 昌子 (ﾙｰｾﾝﾄ豊中・浜甲子園)

(松田ﾃﾆｽ塾) 坂口 千枝・井上 真己

矢野 あゆみ・小川 恵子 (香枦園)

(くにじま) 高木 幸子・中村 尚美

(M's13・松田ﾃﾆｽ塾)

Ｃ 9:15 8 9 10 11 成績 順位 Ｈ 11:45 27 28 29 30 成績 順位

中嶋 ゆり子・伊藤 由香 木田 亜子・西田 亜津佐
(松田ﾃﾆｽ塾・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC) (TC神戸)

緒方 弥栄子・原田 由佳 大西 紗由美・古澤 富美子

(くにじま・服部緑地MTS) (一般)

浦岡 美香・田中 あゆみ 浜田 朋子・二谷 典子

(ﾉｱ西宮) (一般・江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ)

三好 知子・梶栗 亜樹 山森 恵・村上 仁美

(宝塚TC・服部緑地MTS) (ﾉｱ西宮)

Ｄ 9:15 12 13 14 15 成績 順位 Ｉ 11:45 31 32 33 34 成績 順位

濱名 美恵・福島 真里子 松本 順子・浅井 幸恵

(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・O.T.P)

古郡 和子・宮崎 幸子 嶋津 房子・大久保 むつみ

(くにじま) (松田ﾃﾆｽ塾)

安酸 由紀子・東田 優子 田井 洋子・寺澤 陽子

(松田ﾃﾆｽ塾・ﾉｱ宝塚) (ﾉｱ西宮)

池田 恵美・大田 真理子 中山 尚子・諏訪部 文子

(Do planning) (ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎)

E 9:15 16 17 18 成績 順位 J 13:30 35 36 37 成績 順位

榎本 さおり・前川 広美 矢倉 三葉・西村 寛恵

(ﾉｱ西宮・TASU-Club) (GR8)

小川 佳世・須永 佐恵子 丹生谷 真弓・大畠 和江

(JSｸﾗﾌﾞ・一般) (ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ・万博)

河合 由理・中西 香保里 植北 尚子・諸田 恵子

(松田ﾃﾆｽ塾・箕面well) (松田ﾃﾆｽ塾・ｸﾗﾚ宝塚)
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4月13日(火) 住友総合グランド
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《S1》 NO.2

Ｋ 13:30 38 39 40 41 成績 順位

亀井 清香・大路 明子

(ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎・阪急仁川)

市橋 彩子・岡 由美
(香枦園・住友総合ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ)

中村 美智子・古川 昌世

(ﾃﾆｽｱﾒﾆﾃｨ園田・ﾉｱ西宮)

筒井 國子・渡辺 鈴子

(松田ﾃﾆｽ塾・一般)

4月13日(火) 住友総合グランド
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1 古市 珠美・三木 さゆり (GR8) 7 松本 順子・浅井 幸恵 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・O.T.P)

2 亀井 清香・大路 明子 (ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎・阪急仁川) 8 中嶋 ゆり子・伊藤 由香 (松田ﾃﾆｽ塾・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

3 木田 亜子・西田 亜津佐 (TC神戸) 9 榎本 さおり・前川 広美 (ﾉｱ西宮・TASU-Club)

4 濱名 美恵・福島 真里子 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC) 10 矢倉 三葉・西村 寛恵 (GR8)

5 藤中 裕美子・濱崎 さやか (一般・香枦園) 11 黒田 めぐみ・酒本 久美子 (甲風園TS・一般)

6 鍛冶 明子 ・河合 志津 (Team-F・pratico)

☆ ポイントが同じ場合、シードの順位は抽選で決めました

【シード選手】

4月14日(水)

※４位までＳ２に上がります

【決勝トーナメント】
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