
決勝トーナメント

小林 桂・古出 直子
(TC神戸・J-J-JACKS)

上村 直子・大成 由香 63
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・天王山倶楽部)

柳沢 由紀・小島 三佳 63
(一般・すま離宮TS) 64

岩﨑 京子・左近 文代
(岩田特戦隊・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

桜井 りか・山口 久美子
(TASU-club・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

２位トーナメント

小森 則子・曽谷 亜由美
(協同学苑・S-SHOT)

相澤 明美・佃 佳子 61
(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ’81TS・一般)

神山 朋子・森江 知代 64
(Team E・協同学苑) 64
西 貴子・山下 玲
(三木ﾛｲﾔﾙ・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

小林 裕子・増田 龍子
(Trantotte・わくわく稲美TC)

３位トーナメント

中澤 恵子・漆原 かおり
(ﾉｱ加古川・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

村上 宏美・小島 かおり 61
(ﾛﾍﾞﾘｱ・TC三田)

畑 貴子・上村 美智子 60
(天王山倶楽部・TC三田) 62

小野 益美・伊藤 純子
(TC神戸・LABO)

大橋 扶企子・朝倉 多恵子
(書写TS・ﾉｱ姫路)
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NO.1

森脇 三穂・山田 美佐緒 太田 香織・藤田 直子
(ｻｳｻﾘ-ﾄ・香枦園) (ﾛﾍﾞﾘｱ)

佐藤 みどり・里見 早百合 松永 きよみ・中尾 裕子
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・ITC) 65 63 (多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ)

大原 芳子・中安明子 61 63 菊池 奈緒美・鶴見 裕子
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・RUNUP)

中山 里茶・伊東 育子 65 62 田中 久美・吉山 智子
(香枦園・星和高原TC) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

蜂須賀 禎子・宮田 洋子 64 65 鳥井 はるみ・柳田 純子
(ｶｸﾃﾙ企画) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

山村 納奈子・川端 美春 65 63 川崎 ちひろ・福島 真智子
(香枦園) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸・Runup)

63 64 岡 美智代・片岡 典代
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・TTC)

奥田 久美子・正井 雪江 東 千賀・東嶋 和子
(Sﾃﾆｽ) 62 (TEAM MARS)

吉田 聖子・鈴木 昌美 64 65 松本 明子・金本 真津美
(わくわく稲美TC・ｱﾛ-ﾊﾟ-ﾂ) (ﾉｱ加古川・西神ﾆｭｰｶﾞｰﾃﾞﾝ)

西川 名美・手川 美奈子 60 井関 純子・渡邊 豊恵
(一般・TC三田) 63 63 (ﾛﾍﾞﾘｱ)

萩原 和子・賀集 彰子 64 佐藤 紀子・山内 真由美
(すま離宮TS) (すずらんﾛｰﾝTC)

茂木 祐子・梶川 眞理子 62 61 田口 恵子・波野 智子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (ﾌｧﾋﾞﾗｽ)
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NO.2

桜井 美紀・荒木 三千代 丹田 良江・開地 美香
(書写TS・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

下山 麻紀子・牧田 由利子 川髙 恵子・濱田 寿代
(TC神戸・Free style) 61 (teamよっし～☆・すま離宮TS)

山﨑 光・湯澤 理香 60 65 坂本 和美・藤本 真由美
(多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ) (わくわく稲美TC)

石原 まり子・川崎 由佳 62 WO 宮本 知可子・縄稚 映子
(香枦園) (すずらんﾛｰﾝTC)

島田 恵・土岡 三智子 60 61 中尾 みゆき・安達 典子
(TEAM MARS) (ﾁ-ﾑ丸尾)

魚澤 めぐみ・新谷 弘子 62 62 一ツ家 由紀代・喜多 あゆみ

(Sﾃﾆｽ) (ｵ-ﾗﾝﾄﾞTC・ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝ)

63 64 北尾 広子・牛嶋 美子
(NAMP・ﾛﾍﾞﾘｱ)

福嶌 由美子・中野 裕子 南波 真知・尾崎 康子
(TEAM MARS・TC三田) 62 (一般・香枦園)

中島 加奈美・白石 美代子 65 63 横山 文・北山 由華
(一般) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・香枦園)

田治見 優子・武村 真由美 62 前畑 洋子・糟谷 由子
(TC三田・一般) 60 62 (書写TS)

竹内 多香子・黒崎 育美 61 日尾 温子・有沢 とも子
(すま離宮TS) (Sﾃﾆｽ)

北村 ひろみ・山下 幸美 61 64 小林 裕恵・浜野 有紀
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・ﾃﾝｲﾝﾄﾞｱ) (芦屋国際ﾛｰﾝTC・すま離宮TS)
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NO.3

竹中 加奈子・小林 幸代 バロウ 妙子・嶋中 晴美
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) (香枦園)

神先 みか・松本 智子 相浦 久美・寺田 三津子
(すま離宮TS・書写TS) 63 WO (Sﾃﾆｽ・城北TC)

澤田 一恵・石井 規世美 62 62 城戸 美奈子・肥越 綾
(Sﾃﾆｽ) (すま離宮TS)

山道 知代美・高橋 和子 61 64 松田 かつゑ・河崎 純江
(TASU-ｃｌub・川西ﾛｰﾝTC) (TEAM MARS)

小島 覧花・中村 智子 61 WO 井上 由起美・八島 幸子
(すま離宮TS) (香枦園)

土井 知子・西川 幸子 61
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

65 62 根木 亜希・山﨑 裕子
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・三木ﾛｲﾔﾙ)

福井 裕子・林 恭子 西川 りか・青木 ゆう
(みのたにｲﾝﾄﾞｱTS) 60 (わくわく稲美TC)

谷原 元子・木村 智美 64 63 竹谷 浩美・東山 志保
(TC三田・ITC) (ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園)

久保 千鶴・熊本 富美子 WO 吉田 博美・竹谷 泰子
(三木ﾛｲﾔﾙ) WO 61 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

峯 美穂・鑑継 佐和実 61 三田 暢子・竹内 浩美
(ノア名谷・松田ﾃﾆｽ塾) (書写TS)

藤井 宜子・有年 日登美 63 62 谷郷 美奈子・広岡 聖子
(芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ・ｵｰﾗﾝﾄﾞ) (ﾉｱ姫路・書写TS)
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