
Ａ 9:20 1 2 3 成績 順位 Ｇ 9:20 20 21 22 成績 順位

重坂 栄里子・野村 よし子 小泉 三奈子・藤村 百鈴
(松田ﾃﾆｽ塾・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) (芦屋国際ﾛ-ﾝTC・Trantotte)

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

竹内 良子・松屋 夏佳 今峰 春美・白木 美佐子
(一般・多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC) (ﾛﾍﾞﾘｱ)

Ｂ 9:20 4 5 6 7 成績 順位

岩﨑 京子・田中 美樹 Ｈ 9:20 23 24 25 成績 順位
(岩田特戦隊・Runup) 岡田 羽子・亀岡 美和 

松尾 静枝・松尾 彬子 (一般・ﾃﾆｽｶﾞ-ﾃﾞﾝ高槻)

(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC・川西市ﾛ-ﾝTC)
曽谷 亜由美・植野 啓子

滑川 富子・李 美奈子 (S-SHOT・Sﾃﾆｽ)

(星和高原TC・松田ﾃﾆｽ塾) 橋本 尚美・小山 聖子

西 貴子・山下 玲 (川西市ﾛ-ﾝTC・万博)

(三木ﾛｲﾔﾙTC・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

Ｃ 9:20 8 9 10 成績 順位 Ｉ 9:20 26 27 28 成績 順位

谷 麻由美・小林 温子 柳沢 由紀・池垣 百合
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・ﾉｱ西宮) (PanaChildren・阪急仁川TS)

山崎 育代・渡辺 郷子 福島 真智子・中澤 恵子
(松田ﾃﾆｽ塾・多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC) (Runup)

山本 美奈子・安達 裕子 小林 晴美・松永 恵子
(ﾉｱBM・香枦園) (香枦園)

Ｄ 9:20 11 12 13 成績 順位 Ｊ 9:20 29 30 31 成績 順位

大成 由香・山﨑 美紀 池田 花・鈴木 明子
(GR8・ﾌｧﾐﾘ-TC) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

山中 和子・李 明代 野村 芳子・八川 三保子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・GR８) (松田ﾃﾆｽ塾)

山口 仁美・飯田 啓子 福永 奈美・水方 紀代
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・ｻｳｻﾘ-ﾄ) (ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園)

Ｅ 9:20 14 15 16 成績 順位 Ｋ 9:20 32 33 34 成績 順位

黒崎 育美・竹内 多香子 中塚 文子・北浦 榮子
(すま離宮TS) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

田中 礼子・藤井 優子 麸山 みちよ・森本 里美
(CIRCLE S・ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ) (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

花本 真由美・高寺 裕子 小島 三佳・山本 智恵子
(松田ﾃﾆｽ塾・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ) (ねこまじん・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

Ｆ 9:20 17 18 19 成績 順位 Ｌ 9:20 35 36 37 成績 順位

山本 覚子・長安 幹子 江原 千晶・内田 美智代
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・ﾛﾍﾞﾘｱ) (香枦園・阪急仁川TS)

左近 文代・田中 正美 村上 宏美・小島 かおり
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) (ﾛﾍﾞﾘｱ・TC三田)

佐野 陽子・三浦 喜久子 宇都宮 陽子・河野 准子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) (ﾌﾚﾝﾄﾞ・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

1 重坂 栄里子・野村 よし子 (松田ﾃﾆｽ塾・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) 5 山本 覚子・長安 幹子 (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・ﾛﾍﾞﾘｱ)

2 江原 千晶・内田 美智代 (香枦園・阪急仁川TS) 小泉 三奈子・藤村 百鈴 (芦屋国際ﾛ-ﾝTC・Trantotte)

3 柳沢 由紀・池垣 百合 (PanaChildren・阪急仁川TS) 池田 花・鈴木 明子 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

4 大成 由香・山﨑 美紀 (GR8・ﾌｧﾐﾘ-TC) 8 谷 麻由美・小林 温子 (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・ﾉｱ西宮)

☆ 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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