
NO.1

Ａ 8:45 1 2 3 成績 順位 Ｄ 11:00 11 12 13 成績 順位

長安 幹子・植野 恵美 山中 和子・山本 裕子
(ﾛﾍﾞﾘｱ・垂水ｽﾎﾟ-ﾂｶﾞ-ﾃﾞﾝ) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

李 明代・野崎 昌美 田治見 優子・武村 真由美

(Runup) (TC三田・一般)

岩越 雅美 ・一ツ家 由紀代 河合 泉・難波 明美
(一般・ｵ-ﾗﾝﾄﾞ) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

Ｂ 8:45 4 5 6 7 成績 順位 Ｅ 11:00 14 15 16 成績 順位

佐野 陽子・三浦 喜久子 福永 奈美・水方 紀代
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) (ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園)

中末 則子・松田 圭子 根木 亜希・本田 あゆみ
(すずらんﾛ-ﾝTC) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・一般)

植野 啓子・池野 友美 阪下 利香子・河野 准子
(Sﾃﾆｽ) (SITC・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

島田 珠美・中澤 恵子
(Team E・Runup) Ｆ 11:00 17 18 19 成績 順位

小森 則子・曽谷 亜由美

Ｃ 8:45 8 9 10 成績 順位 (協同学苑・S-SHOT)

白木 美佐子・今峰 春美 吉山 智子・山﨑 裕子
(ﾛﾍﾞﾘｱ) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・三木ﾛｲﾔﾙTC)

福嶌 由美子・日尾 温子 岡 美智代・片岡 典代
(TEAM MARS・Sﾃﾆｽ) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸・ITC)

小島 智美・伊東 育子
(TASU-Club・星和高原TC) Ｇ 11:00 20 21 22 成績 順位

井関 純子・渡邊 豊恵
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

長田 賀津子・北浦 榮子
(一般・ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

都出 淳子・三好 順子
(Runup・Team E)

☆ 試合方法

・ 4組のリ-グは1 セットマッチ　(ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃ-ｼﾞ)

3組のリ-グは８ゲ-ムプロセット(ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃ-ｼﾞ)

・ 練習は各試合サｰビス４本とします

※ 各ブロック 1位のペアは9月3・4・6日(月火・木)吉川総合公園での決勝ト-ナメントに進みます

Ｈ 8:45 23 24 25 成績 順位 Ｉ 8:45 26 27 28 成績 順位

加古 千佳・川崎 ちひろ 片山 直子・花本 真由美
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸) (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・松田ﾃﾆｽ塾)

藤原 有里・砂口 美紀子 磯田 珠可子・豊田 環
(S-SHOT・一般) (TC三田・STEP-1)

村上 宏美・小島 かおり 梶川 眞理子・茂木 祐子
(ﾛﾍﾞﾘｱ・TC三田) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)
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NO.2

Ｊ 8:45 29 30 31 成績 順位 Ｏ 8:45 44 45 46 成績 順位

後藤 君代・西澤 みゆき 西 貴子・山下 玲
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸) (三木ﾛｲﾔﾙTC・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ石守)

上野 明代・中尾 裕子 久保 千鶴・熊本 富美子
(川西市ﾛ-ﾝTC・TASU-club) (三木ﾛｲﾔﾙTC)

畑村 孝子・斉藤 麻衣子 李 陽子・平峰 真由美
(SOS・KST) (O.T.P・松田ﾃﾆｽ塾)

Ｋ 8:45 32 33 34 成績 順位 Ｐ 8:45 47 48 49 成績 順位

荒木 三千代・森 サトミ 山﨑 美紀・大成 由香
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・Team E) (ﾌｧﾐﾘ-TC・一般)

手川 美奈子・西川 名美 中安明子・丹田 良江
(TC三田・一般) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

東坂 夏子・大橋 扶企子 千田 祐子・柳沢 由紀
(一般・書写TS) (teamよっし~☆・一般)

Ｌ 8:45 35 36 37 成績 順位 Ｑ 8:45 50 51 52 成績 順位

櫻井 美紀・田中 久美 松田 かつゑ・松村 善子
(姫路書写TC・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) (TEAM MARS)

森下 圭・平松 正子 井上 瑞希・吉田 さゆり
(Trantotte) (みのたにｲﾝﾄﾞｱTS・TC三田)

川勝 光美・正躰 八千代 井上 英美・山﨑 光
(ﾛﾍﾞﾘｱ・TEAM MARS) (松田ﾃﾆｽ塾・多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝ)

Ｍ 8:45 38 39 40 成績 順位 Ｒ 8:45 53 54 55 56 成績 順位

松田 希・谷 麻由美 滑川 富子・李 美奈子
(ｺｽﾊﾟ神崎川・松田ﾃﾆｽ塾) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸・松田ﾃﾆｽ塾)

八塚 恵子・村上 雅子 上村 留美子・遠藤 比富美
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝ・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) (ﾛﾍﾞﾘｱ・ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

開地 美香・倉地 純子 菊池 奈緒美・谷川 知子
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸・T-EGG) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・天王山倶楽部)

佐藤 紀子・山内 真由美

Ｎ 8:45 41 42 43 成績 順位 (すずらんﾛ-ﾝTC)

下村 有加・津崎 雅子
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・ﾛﾍﾞﾘｱ) Ｓ 8:45 57 58 59 成績 順位

河崎 純江・佐藤 和子 久保 春美・山田 由美子
(TEAM MARS・すずらんﾛ-ﾝTC) (書写TC・DRIVE.BB)

高見 日登美・小林 裕子 漆原 かおり・前田 京子
(Trantotte) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・ﾛﾍﾞﾘｱ)

横山 文・北山 由華
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸・香枦園)

1 長安 幹子・植野 恵美 (ﾛﾍﾞﾘｱ・垂水ｽﾎﾟ-ﾂｶﾞ-ﾃﾞﾝ) 9 加古 千佳・川崎 ちひろ (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)
2 久保 春美・山田 由美子 (書写TC・DRIVE.BB) 荒木 三千代・森 サトミ (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・Team E)

下村 有加・津崎 雅子 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・ﾛﾍﾞﾘｱ) 山﨑 美紀・大成 由香 (ﾌｧﾐﾘ-TC・一般)
小森 則子・曽谷 亜由美 (協同学苑・S-SHOT) 12 山中 和子・山本 裕子 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

5 片山 直子・花本 真由美 (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・松田ﾃﾆｽ塾) 13 井関 純子・渡邊 豊恵 (ﾛﾍﾞﾘｱ)
後藤 君代・西澤 みゆき (ﾕﾆﾊﾞ-神戸) 櫻井 美紀・田中 久美 (姫路書写TC・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)
西 貴子・山下 玲 (三木ﾛｲﾔﾙTC・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ石守) 松田 かつゑ・松村 善子 (TEAM MARS)

8 福永 奈美・水方 紀代 (ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園) 16 白木 美佐子・今峰 春美 (ﾛﾍﾞﾘｱ)
☆ ポイントが同じ場合、シードの順位は抽選で決めました

☆ 試合方法

・ 4組のリ-グは1 セットマッチ　(ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃ-ｼﾞ)

3組のリ-グは８ゲ-ムプロセット(ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃ-ｼﾞ)

・ 練習は各試合サｰビス４本とします

※ 各ブロック 1位のペアは9月3・4・6日(月火・木)吉川総合公園での決勝ト-ナメントに進みます

7月24日(火)吉川総合公園
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→試合は 1-2・2-3・1-3 で行います

【シード選手】
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