
Ａ 9:20 1 2 3 成績 順位 Ｇ 9:20 19 20 21 成績 順位

岡 智香・岡田 綾 谷井 裕子・松本 英子
(香枦園) (TASU-Club・箕面ITC)

高松 真由美・博多 志津子 神谷 真奈美・下垣 智子
(TASU-Club・阪急仁川) (ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC)

佐川 有紀子・鍛冶 明子 小田 民子・中尾 みゆき
(箕面ITC・Team-F) (一般・ﾁ-ﾑ丸尾)

Ｂ 9:20 4 5 6 成績 順位 Ｈ 9:20 22 23 24 成績 順位

井上 由起美・有年 日登美 中澤 真理・竹田 弥生
(星和高原TC) (ﾃﾆｽﾋﾙ仁川・阪急仁川TC)

中西 佳奈美・三反畑 加代子 岡橋 杏奈・氷室 杏美
(Team-F) (一般)

井上 英美・新堂 さゆり 水倉 容子・御幡 裕美
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・松田ﾃﾆｽ塾) (芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ・香枦園)

Ｃ 9:20 7 8 9 成績 順位 Ｉ 9:20 25 26 27 成績 順位

富永 よし美・関口 智子 清水 可奈子・湯澤 理香
(ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS神戸総合・TC三田) (ﾊﾟｲﾝTC・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

野沢 奈津代・津田 清美 関 きよ美・岡本 晶子
(GR8) (一般・ﾉｱBM)

古庄 信子・福本 麻紀 小田原 はるみ・川﨑 由美子
(ﾃﾆｽｱﾒﾆﾃｨ園田・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) (阪急仁川TC・ITC  NICC)

Ｄ 9:20 10 11 12 成績 順位 Ｊ 9:20 28 29 30 成績 順位

植田 昌子・岩本 ﾕﾘ子 力丸 庸子・福井 美紀代
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) (多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC)

下山 麻紀子・牧田 由利子 相良 睦子・前田 京子
(香枦園・Free style) (ﾌﾚﾝﾄﾞ・ﾛﾍﾞﾘｱ)

山内 清美・岡田 由佳 城戸 美奈子・佐伯 菜央
(GR8) (すま離宮TS・ITCいぶきの森)

Ｅ 9:20 13 14 15 成績 順位 Ｋ 9:20 31 32 33 成績 順位

笹尾 陽子・木村 真弓 石田 真美・中山 里茶
(松田ﾃﾆｽ塾) (阪急仁川・香枦園)

今井 恵子・杉山 美和 星野 雅子・三浦 洋子
(香枦園) (多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC・TASU-Club)

岡田 順子・金津 信子 田治見 優子・武村 真由美
(ﾃﾆｽﾋﾙ仁川・住友総合GダンロップTS) (Sﾃﾆｽ)

Ｆ 9:20 16 17 18 成績 順位 Ｌ 9:20 34 35 36 成績 順位

井関 純子・渡邊 豊恵 井上 裕紀子・久世 京子
(ﾛﾍﾞﾘｱ) (松田ﾃﾆｽ塾・ｺﾃﾂ)

有吉 登志子・三好 知子 前地 理子・木村 利果
(一般・宝塚TC) (箕面ITC・ﾚｲﾝﾎﾞｰ彩都)

原口 那智子・中村 あつこ 藤澤 慶子・小南 篤美
(GR8・みのたにｲﾝﾄﾞｱTS) (ﾁ-ﾑ丸尾・PanaChildren)
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NO.２

Ｍ 11:30 37 38 39 成績 順位 Ｓ 11:30 55 56 57 成績 順位

山村 納奈子・川端 美春 宇野 洋子・宮崎 美智代
(香枦園) (香枦園)

坪倉 三恵・岡 美智代 阪上 由美子・薦田 妙子
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸) (Do planning・TASU-Club)

鐘ヶ江 千文・山﨑 光 竹安 由起子・北 美鈴
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC) (住友総合GﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS・LTC豊中)

Ｎ 11:30 40 41 42 成績 順位 Ｔ 11:30 58 59 60 成績 順位

田口 恵子・波野 智子 小杉 朋子・長澤 輝子
(FAB) (一般・川西市ﾛ-ﾝTC)

神田 喜代子・石田 絹子 中井 玲子・藤原 知美
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC) (TC神戸)

山本 貴子・濱村 美也子 中谷 千文・白瀬 千富
(Team-F・まっぽん) (協同学苑TS)

Ｏ 11:30 43 44 45 成績 順位 Ｕ 11:30 61 62 63 成績 順位

吉田 里美・今田 美代子 桑嶋 乃梨子・森 梨沙
(ｺｽﾊﾟ神崎川・ﾊﾟﾙ) (GR8)

大久保 紫・谷村 由美子 谷原 元子・木村 智美
(Do planning) (一般・ITCｽｶｲｺｰﾄ)

河奥 真奈美・有賀 裕子 土井 友里子・藤本 初美
(川西市ﾛ-ﾝTC) (ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC)

Ｐ 11:30 46 47 48 成績 順位 Ｖ 11:30 64 65 66 成績 順位

佐藤 由美子・田中 有美子 山中 洋子・油野 陽子
(香枦園) (松田ﾃﾆｽ塾・CIRCLE S)

薮内 博子・松岡 幸子 関野 映子・小島 晴美
(TC神戸・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ) (TEAM MARS・すずらんﾛ-ﾝTC)

米岡 朋子・村上 雅子 西田 亜希・松山 みか
(ﾉｱ西宮・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) (阪急仁川TS)

Ｑ 11:30 49 50 51 成績 順位 Ｗ 11:30 67 68 69 成績 順位

川崎 由佳・黒川 恭子 石原 まり子・前田 由美子
(香枦園) (香枦園・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

佐々木 惠子・山脇 千佳子 亀谷 幸子・西村 薫
(Team-F・ｺｽﾊﾟ神崎川) (Do planning・ﾉｱｸﾞﾝｾﾞ)

森 幸江・奥田 久美子 南 美雪・松本 順子
(美原の森TG・Sﾃﾆｽ) (ﾘﾌﾚｯｼｭ・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

Ｒ 11:30 52 53 54 成績 順位 Ｘ 13:00 70 71 72 成績 順位

川﨑 詩乃・宮森 亜紀子 植田 昌子・富田 有子
(TC神戸・協同学苑TS) (TC神戸)

飯島 加奈子・本田 まゆ 森本 雅子・伊田 成美
(万博TG・Team-F) (香枦園)

中谷 美紀・松永 きよみ 日尾 温子・奥野 千鶴
(はっさく・ｺｽﾊﾟ神崎川) (Sﾃﾆｽ・岩田特戦隊)
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NO.３

Ｙ 13:00 73 74 75 成績 順位 DD 13:00 88 89 90 成績 順位

古瀬 瞳・沢辺 悦子 澤田 桃子・審 佐和子
(GR8・TC神戸) (一般・松田ﾃﾆｽ塾)

中野 真紀・筧中 幹代 大澤 多美子・小野 益美
(香枦園・松田ﾃﾆｽ塾) (Trantotte・TC神戸)

永井 真弓・小倉 優子 中田 真智子・久保田 美鈴
(TASU-Club) (ﾛﾍﾞﾘｱ)

Ｚ 13:00 76 77 78 成績 順位 EE 13:00 91 92 93 成績 順位

石垣 祐紀枝・辻野 素子 尾崎 康子・八島 幸子
(ﾚｲﾝﾎﾞ-彩都・TSH) (香枦園)

松村 富士子・佐々本 恵子 園山 真紀・石山 智子
(松田ﾃﾆｽ塾・江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀ-) (ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC)

長谷川 寿美・松尾 素子 重近 弥生・口分田 裕子
(Sﾃﾆｽ・三木ﾛｲﾔﾙTC) (ﾁ-ﾑ丸尾・一般)

AA 13:00 79 80 81 成績 順位 FF 13:00 94 95 96 成績 順位

鷹取 典子・渡邉 真由美 櫟 真由美・井上 美和
(阪急仁川TS・香枦園) (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・ﾉｱ久宝寺)

吉田 彩・秋山 博美 小阪 紀子・吉井 心美
(くにじま) (CIRCLE S・GR8)

瀧本 浩代・光冨 寛海 坂根 咲央里・芝田 智美
(一般・松田ﾃﾆｽ塾) (香枦園)

BB 13:00 82 83 84 成績 順位 GG 13:00 97 98 99 成績 順位

手川 美奈子・西川 名美 伊東 育子・小島 智美
(TC三田・一般) (星和高原TC・TASU-Club)

中山 まゆみ・藤沢 かおる 安永 千晶・桂木 宏美
(ﾉｱ西宮) (松田ﾃﾆｽ塾・一般)

小物谷 雪子・出口 良子 本田 法子・吉田 博江
(Team-F) (香枦園)

CC 13:00 85 86 87 成績 順位

上村 留美子・福嶌 由美子
(ﾛﾍﾞﾘｱ・ITCｽｶｲｺ-ﾄ)

駒田 るい子・大林 恭子
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC)

入 純子・吉田 昌希子
(ﾉｱ西宮)

1 岡 智香・岡田 綾 (香枦園) 9 田口 恵子・波野 智子 (FAB)
2 伊東 育子・小島 智美 (星和高原TC・TASU-Club) 桑嶋 乃梨子・森 梨沙 (GR8)
3 古瀬 瞳・沢辺 悦子 (GR8・TC神戸) 上村 留美子・福嶌 由美子 (ﾛﾍﾞﾘｱ・ITCｽｶｲｺ-ﾄ)
4 力丸 庸子・福井 美紀代 (多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC) 12 井関 純子・渡邊 豊恵 (ﾛﾍﾞﾘｱ)
5 川崎 由佳・黒川 恭子 (香枦園) 13 山村 納奈子・川端 美春 (香枦園)

川﨑 詩乃・宮森 亜紀子 (TC神戸・協同学苑TS) 山中 洋子・油野 陽子 (松田ﾃﾆｽ塾・CIRCLE S)
石垣 祐紀枝・辻野 素子 (ﾚｲﾝﾎﾞ-彩都・TSH) 澤田 桃子・審 佐和子 (一般・松田ﾃﾆｽ塾)

8 清水 可奈子・湯澤 理香 (ﾊﾟｲﾝTC・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ) 16 笹尾 陽子・木村 真弓 (松田ﾃﾆｽ塾)
☆ シ-ドの順位は前年度 同一ペアでの成績→ポイントの順で決定
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　【チャレンジ　シード選手】
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