
磯奥　詞子 Y'ours kobe 05

北野　由子 Y'ours kobe 05

BYE       

BYE       磯奥・北野

中村　智子 すま離宮TS 80

田村　真理 すま離宮TS 中村・田村

鳥井　はるみ ﾕﾆﾊﾞｰ神戸 86

橋本　晃子 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸 磯奥・北野

植野　恵美 垂水ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ 80

小林　桂 TC神戸 植野・小林

漆原　かおり ﾄｯﾌﾟﾗﾝ 80

伊原　由起 明石ﾌｧﾐﾘｰTC 池田・四宮

関野　映子 ｱｰﾊﾞﾝ六甲 84

鍛治田　るみこ TEAM MARS 池田・四宮

池田　花 宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC 80

四宮　美紀 宝塚ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 磯奥・北野

庄　千春 土山’S 86

宗和　千代 土山’S 庄・宗和

伊藤　純子 ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ 82

森岡　照江 ﾉｱHAT神戸 塩見・永濱

山本　佳代子 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ８１’TC 83

宮崎　香代子 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ８１’TC 塩見・永濱

塩見　香　 ecole-f 80

永濱　千丘 ecole-f 塩見・永濱

岩崎　京子 岩田特戦隊 98(5)

野﨑　昌美 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ８１’TC 米田・志賀

米田　素子 S-SHOT 85

志賀　あゆみ ﾉｱ加古川 若竹・木村

BYE       81

BYE       

若竹　智佳恵 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

木村　絵奈 （株）ｼｰﾎｰｽ

三位決定戦

池田　花 宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC

四宮　美紀 宝塚ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 若竹・木村

若竹　智佳恵 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 85

木村　絵奈 （株）ｼｰﾎｰｽ
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鳥井　はるみ ﾕﾆﾊﾞｰ神戸

橋本　晃子 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸

BYE       

BYE       鳥井・橋本

漆原　かおり ﾄｯﾌﾟﾗﾝ 62

伊原　由起 明石ﾌｧﾐﾘｰTC 関野・鍛冶田

関野　映子 ｱｰﾊﾞﾝ六甲 65

鍛治田　るみこ TEAM MARS 岩崎・野﨑

伊藤　純子 ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ 62

森岡　照江 ﾉｱHAT神戸 伊藤・森岡

山本　佳代子 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ８１’TC 63

宮崎　香代子 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ８１’TC 岩崎・野﨑

BYE       65

BYE       

岩崎　京子 岩田特戦隊

野﨑　昌美 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ８１’TC
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早野　知実 ｶｸﾃﾙ企画

兼田　由賀里 天王山俱楽部 早野・兼田

田中　久美 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ 82

菊池　奈緒美 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ 早野・兼田

田口　智恵美 ﾉｱ加古川 84

甘粕　るみ子 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸 神山・久保

神山　朋子 Team E 84

久保　春美 書写T.C 早野・兼田

玉田　年世 松田ﾃﾆｽ塾 86

船橋　美好子 松田ﾃﾆｽ塾 玉田・船橋

中原　千鶴子 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸 83

金　　幸子 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸 玉田・船橋

川崎　美也子 宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC 97

荒山　智子 宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC 後藤・西澤

後藤　君代 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸 80

西澤　みゆき ﾕﾆﾊﾞｰ神戸 早野・兼田

長尾　郁代 三木ﾛｲﾔﾙTC 86

亀田　真由美 三木ﾛｲﾔﾙTC 寺尾・柳田

寺尾　清美 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸 85

柳田　純子 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸 田中・奥村

小林　美智子 天王山俱楽部 81

大成　由香 協同学苑 田中・奥村

田中　藤美 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸 82

奥村　仁子 宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC 吉田・小島

小野　益美 TC神戸 83

田中　知子 ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ 小野・田中

中塚　文子 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸 82

外薗　玲子 ﾘﾌﾚｯｼｭ 吉田・小島

浜床　ゆみ ﾛｲﾔﾙﾋﾙ８１’TC 80

土井　典子 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ８１’TC 吉田・小島

吉田　尚子 Trantotte 82

小島　三佳 すま離宮TS

三位決定戦

玉田　年世 松田ﾃﾆｽ塾

船橋　美好子 松田ﾃﾆｽ塾 玉田・船橋

田中　藤美 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸 WO

奥村　仁子 宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC
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田中　久美 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

菊池　奈緒美 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ 田中・菊池

田口　智恵美 ﾉｱ加古川 64

甘粕　るみ子 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸 中原・金

中原　千鶴子 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸 63

金　　幸子 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸 中原・金

川崎　美也子 宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC 61

荒山　智子 宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC 中塚・外薗

長尾　郁代 三木ﾛｲﾔﾙTC 64

亀田　真由美 三木ﾛｲﾔﾙTC 小林・大成

小林　美智子 天王山俱楽部 60

大成　由香 協同学苑 中塚・外薗

中塚　文子 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸 64

外薗　玲子 ﾘﾌﾚｯｼｭ 中塚・外薗

浜床　ゆみ ﾛｲﾔﾙﾋﾙ８１’TC 62

土井　典子 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ８１’TC
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