
NO.1

Ａ 10:30 1 2 3 4 成績 順位 Ｆ 12:30 20 21 22 23 成績 順位

奥田 久美子・正井 雪江 渡邊 豊恵・井関 純子
(Sﾃﾆｽ) (ﾛﾍﾞﾘｱ)

吉川 美貴・溝口 喜代 志牟田 真理子・新頭 朋子

(ﾊﾟｲﾝTC) (ﾉｱ姫路・書写TS)

竹内 未宝・山﨑 裕子 砂口 美紀子・西牧 佳子
(AII Free・三木ﾛｲﾔﾙ) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

川髙 恵子・濱田 寿代 林 恭子・福井 裕子
(teamよっし～☆・すま離宮TS) (みのたにｲﾝﾄﾞｱTS)

Ｇ 12:30 24 25 26 27 成績 順位

Ｂ 10:30 5 6 7 成績 順位 木村 和子・清水 可奈子

松下 佐代子・手川 美奈子 (書写TS・ﾊﾟｲﾝTC)

(三木ﾛｲﾔﾙ・TC三田) 下山 麻紀子・大橋 由加里

伊本 みゆき・井内 みすず (TC神戸・香枦園)

(すずらんﾛｰﾝTC) 名賀 由美子・継山 敏子

奥野 千鶴・赤松 はるみ (TEAM MARS・すずらんﾛｰﾝTC)

(みのたにｲﾝﾄﾞｱTS) 小島 覧花・中村 智子
(すま離宮TS)

Ｃ 10:30 8 9 10 11 成績 順位 Ｈ 12:30 28 29 30 31 成績 順位

村脇 佳子・茂木 祐子 松田 かつゑ・松村 善子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (TEAM MARS)

武村 真由美・松本 弘子 萩原 美津子・谷井 裕子
(一般・TC三田) (阪急仁川・TASU-club)

平石 あつ子・中塚 麻由子 森 幸江・和田 広栄
(三木ﾛｲﾔﾙ) (美原の森TG・まっぽん)

松永 きよみ・藤本 初美 黒川 ひろみ・鳥井 はるみ

(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝ・ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

Ｄ 12:30 12 13 14 15 成績 順位

植野 啓子・池野 友美 Ｉ 10:30 5 6 7 成績 順位
(Sﾃﾆｽ) 上村 留美子・遠藤 比富美

迎山 裕美・前川 知子 (ﾛﾍﾞﾘｱ・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

(みのたにｸﾞﾘｰﾝｲﾝﾄﾞｱTS) 伊藤 眞由美・小島 晴美

渡部 裕子・阪上 亜希子 (すずらんﾛｰﾝTC・TEAM MARS)

(C&D) 根木 亜希・漆原 かおり

吉田 博美・土井 知子 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

Ｅ 12:30 16 17 18 19 成績 順位 Ｊ 12:30 35 36 37 38 成績 順位

開地 美香・倉地 純子 前田 由美子・佐野 陽子
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸・T-EGG) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

山下 幸美・北村 ひろみ 鈴木 昌美・吉田 聖子
(ﾃﾝｲﾝﾄﾞｱ・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) (ｱﾛ-ﾊﾟ-ﾂ・わくわく稲美TC)

土岡 三智子・小室 利美 橋本 尚美・小山 聖子
(TEAM MARS・ﾛﾍﾞﾘｱ) (多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ・万博)

石原 まり子・武田 智香 丹田 良江・中西 千穂
(香枦園・TASU-club) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)
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NO.2

Ｋ 12:30 39 40 41 42 成績 順位 Ｍ 12:30 46 47 48 49 成績 順位

西川 りか・齊藤 文子 魚澤 めぐみ・新谷 弘子
(わくわく稲美TC・一般) (Sﾃﾆｽ)

力丸 庸子・中尾 裕子 鈴木 徳子・松波 江寸子
(多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ・多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝ) (緑ヶ丘TC・TC三田)

城之園 純子・吉田 さゆり 谷川 知子・山本 絹代
(M’S13・TC三田) (天王山倶楽部)

長目 さつき・浦 理英 青木 ゆう・前田 真紀子
(香枦園・ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎) (わくわく稲美TC)

Ｌ 10:30 43 44 45 成績 順位

川崎 由佳・福岡 秀実
(香枦園)

小林 亜紀・大島 有香
(TEAM MARS・みのたにｲﾝﾄﾞｱTS)

東根 明美・玉田 富美子
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

1 奥田 久美子・正井 雪江 (Sﾃﾆｽ) 9 渡邊 豊恵・井関 純子 (ﾛﾍﾞﾘｱ)

2 魚澤 めぐみ・新谷 弘子 (Sﾃﾆｽ) 松下 佐代子・手川 美奈子 (三木ﾛｲﾔﾙ・TC三田)

3 前田 由美子・佐野 陽子 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC) 川崎 由佳・福岡 秀実 (香枦園)

4 植野 啓子・池野 友美 (Sﾃﾆｽ) 12 上村 留美子・遠藤 比富美 (ﾛﾍﾞﾘｱ・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

5 木村 和子・清水 可奈子 (書写TS・ﾊﾟｲﾝTC) 13 開地 美香・倉地 純子 (ﾕﾆﾊﾞ-神戸・T-EGG)

松田 かつゑ・松村 善子 (TEAM MARS) 石原 まり子・武田 智香 (香枦園・TASU-club)

村脇 佳子・茂木 祐子 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) 根木 亜希・漆原 かおり (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

8 西川 りか・齊藤 文子 (わくわく稲美TC・一般) 16 林 恭子・福井 裕子 (みのたにｲﾝﾄﾞｱTS)

☆ 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】

～

～ ～

45

44

43

4942

41 48

4740

《S2》 西

11月13日（月） 吉川運動公園
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11月14日(火) 吉川運動公園
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