
倉地 純子・開地 美香 伊藤 純子・森岡 照江

倉地 純子・開地 美香 井上 昌枝・小倉 景子
(TC.EGG) (わくわく稲美)

村地 洋子・西 清子 63 75 鈴木 葉子・森 百合子
(星和高原TC・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

松浦 恭子・酒井 洋子 62 63 田口 智恵美・甘粕 るみ子
(松田ﾃﾆｽ塾・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ) (ﾉｱ加古川・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

浅野 裕紀子・齋藤 恵美子 60 61 魚澤 めぐみ・新谷 弘子
(すずらんﾛｰﾝTC・TEAM MARS) (TEAM MARS)

菊池 奈緒美・吉高 圭子 76(6) 筧中 幹代・平峰 真由美
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) (松田ﾃﾆｽ塾・甲風園TS)

石原 まり子・川本 由美子 63 63 丹田 良江・小髙 絹子
(DRIVE.B.B・ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・わくわく稲美)

城之園 純子・御幡 裕美・福原優子 64 75 中田 真智子・久保田 美鈴
(M'S　13・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ) (ﾛﾍﾞﾘｱ)

W.O 60

土井 知子・柳田 純子 鍋山 美幸・北風 悦子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (ﾁｰﾑｱｽﾞﾜﾝ・ﾁｰﾑぴよぴよ)

福井 裕子・林 恭子 62 76(4) 玉田 富美子・西牧 佳子
(城山公園TS・TC三田) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

三田 暢子・谷郷 美奈子 64 63 堀 香織・李 明代
(一般・ﾉｱ姫路) (TKC・城山公園TS)

橋本 晃子・山下 ミユキ 62 61 前畑 洋子・糟谷 由子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (書写TC)

村脇 佳子・大西 みどり 小室 利美・井口 操
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・Team Lee) (ﾛﾍﾞﾘｱ・一般)

村松 美代子・尾崎 左知子 76(6) 61 藤原 優子・梨原 美也子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (ｱｲﾘﾊﾞｰ'84・三木ﾛｲﾔﾙ)

山田 由美子・山下 幸美 75 64 井関 純子・渡邊 豊恵
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・ﾃﾝ.IFT) (ﾛﾍﾞﾘｱ)

水谷 有美・宮下 慶子 60 63 石田 理恵・渡部 裕子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (TC三田・C&D)

堺 照美・風間 和美 62 75 倉谷 華美・瀬尾 祐子
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) (Not　Second・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

加藤 淳美・広岡 聖子 64 60 山根 富士子・前野 昭江
(一般・ﾉｱ姫路) (ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

小林 幸代・竹中 加奈子 64 63 山﨑 春代・坂本 智子
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) (一般)

梶山 行子・髙松 眞由美 75 62 田中 球子・伊東 育子
(TASU－CLUB) (ITC神戸・星和高原)

土岡 三智子・小島 晴美 63 76(7) 河野 和江・宮武 朋子
(TEAM MARS・すずらんﾛｰﾝTC) (TEAM MARS・すずらんﾛｰﾝTC)

白井 利江子・安藤 祐子 61 65 貴志 久美子・眞田 文代
(緑が丘TC) (香枦園TC・ﾛﾍﾞﾘｱ)

河野 節子・三浦 喜久子 62 64 岡 美智代・片岡 典代
(TASU-dob・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ITCねぶ谷)
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濱野 美貴・中西 きよみ 三好 尚子・横田 俊子
(すま離宮TC) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

李 陽子・倉橋 美幸 63 62 藤田 直子・太田 香織
(芦屋ｸﾞﾘｰﾝ) (阪急仁川・ﾛﾍﾞﾘｱ)

宿院 清美・本田 みゆき 62 63 上田 美香・新井 君恵
(松田ﾃﾆｽ塾・一般) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

池内 友香・米澤 美八子 76(3) 64 古川 雅子・宮田 馨
(ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC・TC.EGG) (R3！・一般)

今井 満里・手川 美奈子 W.O 60 中村 景子 ・井内 みすず
(TC三田) (すずらんﾛｰﾝTC・TEAM MARS)

竹谷 浩美・上村 留美子 64 64 福田 一恵・谷口 朱君
(ﾛﾍﾞﾘｱ・阪急仁川TC) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

楠井 恭子・峯 美穂 75 63 吉田 博美・藤本 由美
(Team Lee・Bean's Project) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・TKC)

中塚 麻由子・松尾 素子 63 75
(TEAM MARS・三木ﾛｲﾔﾙTC)

森本 陽子・松村 明子 63 小倉 郁子・西川 名美
(BEBE) (甲風園TS・一般)

石川 小月・川本 百合香 76(2) 62 川髙 恵子・菊繁 由加利
(ﾁｰﾑぴよぴよ) (team よっし～☆・わくわく稲美TC)

小林 亜紀・西村 美緒 60 64 黒川 ひろみ・鳥井 はるみ
(TEAM MARS・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

富永 よし美・中根 直美 61 63 木村 晴美・木村 智美
(ｱｲﾘﾊﾞｰ・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (ITCｽｶｲｺｰﾄ)

柴田 順子・中谷 尚美 64 32ret 伊本 みゆき・伊藤 眞由美
(魚崎浜ﾃﾆｽ・RITS) (すずらんﾛｰﾝTC・TEAM MARS)

中西 千穂・山本 美佐子 62 64 黒住 まさみ・奥田 久美子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (Team Lee・すずらんﾛｰﾝTC)

片山 尚代・山岡 敦子 63 63 喜多 あゆみ・平田 裕子
(TKC・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝ・TC三田)

福原 圭子・大塚 純子 63 76(3) 遠藤 比富美・大屋 優子
(TC.EGG) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

釘宮 里美・大島 有香 60 61 酒井 洋子・徳山 宏子
(TC三田・城山TS) (TKC)

曽谷 亜由美・押野 尚美 64 63 岡嶋 涼子・杉之下 恭子
(三木ﾛｲﾔﾙ・Team E) (ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TS・TEAM MARS)

中野 裕子・上谷 るみ 75 62 武田 陽子・藤木 智子
(TC三田) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

関野 映子・長井 小夜子 76(3) 62 名賀 由美子・継山 敏子
(TEAM MARS・ｱｰﾊﾞﾝ六甲) (すずらんﾛｰﾝTC・TEAM MARS)

安 淑子・中野 陽子 76(6) 62 山﨑 裕子・松下 佐代子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・三木ﾛｲﾔﾙＴＣ)

東方 理恵・益田 由美子 61 62 福島 真智子・菊谷 ルミ子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・TKC) (ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81)

伊藤 純子・森岡 照江 62 63 谷口 真理・大和田 朱美
(TC神戸・ﾉｱHAT神戸) (TEAM MARS・須磨離宮)
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松浦 恭子・酒井 洋子 李 陽子・倉橋 美幸
(松田ﾃﾆｽ塾・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ) (芦屋ｸﾞﾘｰﾝ)

60 61

菊池 奈緒美・吉高 圭子 竹谷 浩美・上村 留美子
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) (ﾛﾍﾞﾘｱ・阪急仁川TC)

城之園 純子・御幡 裕美・福原優子 63 65 楠井 恭子・峯 美穂
(M'S　13・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ) (Team Lee・Bean's Project)

62 森本 陽子・松村 明子
(BEBE)

W.O 61 石川 小月・川本 百合香
(ﾁｰﾑぴよぴよ)

三田 暢子・谷郷 美奈子 61 富永 よし美・中根 直美
(一般・ﾉｱ姫路) (ｱｲﾘﾊﾞｰ・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

村松 美代子・尾崎 左知子 61 61 中西 千穂・山本 美佐子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

75 62

水谷 有美・宮下 慶子 福原 圭子・大塚 純子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (TC.EGG)

加藤 淳美・広岡 聖子 63 61 関野 映子・長井 小夜子
(一般・ﾉｱ姫路) (TEAM MARS・ｱｰﾊﾞﾝ六甲)

梶山 行子・髙松 眞由美 63
(TASU－CLUB)

75 75

白井 利江子・安藤 祐子 東方 理恵・益田 由美子
(緑が丘TC) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・TKC)

井上 昌枝・小倉 景子 三好 尚子・横田 俊子
(わくわく稲美) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

61 61 63 藤田 直子・太田 香織
(阪急仁川・ﾛﾍﾞﾘｱ)

61 63 古川 雅子・宮田 馨
(R3！・一般)

鈴木 葉子・森 百合子 64 福田 一恵・谷口 朱君
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

筧中 幹代・平峰 真由美 64 62 吉田 博美・藤本 由美
(松田ﾃﾆｽ塾・甲風園TS) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・TKC)

鍋山 美幸・北風 悦子 64
(ﾁｰﾑｱｽﾞﾜﾝ・ﾁｰﾑぴよぴよ)

玉田 富美子・西牧 佳子 62 62 川髙 恵子・菊繁 由加利
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) (team よっし～☆・わくわく稲美TC)

前畑 洋子・糟谷 由子 63 63 木村 晴美・木村 智美
(書写TC) (ITCｽｶｲｺｰﾄ)

小室 利美・井口 操 64 63 黒住 まさみ・奥田 久美子
(ﾛﾍﾞﾘｱ・一般) (Team Lee・すずらんﾛｰﾝTC)

藤原 優子・梨原 美也子 64
(ｱｲﾘﾊﾞｰ'84・三木ﾛｲﾔﾙ)

76(0) 64

石田 理恵・渡部 裕子 酒井 洋子・徳山 宏子
(TC三田・C&D) (TKC)

山根 富士子・前野 昭江 61 62 岡嶋 涼子・杉之下 恭子
(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TS・TEAM MARS)

田中 球子・伊東 育子 76(3) 63 武田 陽子・藤木 智子
(ITC神戸・星和高原) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

河野 和江・宮武 朋子 63 75
(TEAM MARS・すずらんﾛｰﾝTC)

岡 美智代・片岡 典代 61 山﨑 裕子・松下 佐代子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ITCねぶ谷) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・三木ﾛｲﾔﾙＴＣ)
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