
菊地 陽 (ｸｱﾄﾞﾘﾌｫﾘｵ) 大林 亮 (J-J-JACKS)

本倉 和弥 (三菱電機) 長浜 功明 (ｸｱﾄﾞﾘﾌｫﾘｵ)

小牧 裕加 (T-Addict) 82 86

久保 崇 (ｱｸﾄｽ明石大蔵)

文谷 寿宏 (人丸ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 86 田中 弘樹 (ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC)

福田 裕亮 (人丸ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 山本 純 (丹波ｲﾝﾄﾞｱｰTC)

神平 繁男 (新明和工業) 97 85 由良 辰瑠 (人丸ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

宇戸 基 (新明和工業) 籔田 司 (人丸ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

86 村上 元治 (ﾎﾜｲﾄｽﾀｰ)

中島 大祐 (ｸｱﾄﾞﾘﾌｫﾘｵ)

W.O 98(5)

永田 光 (ﾉｱIS) 伊藤 健吾 (teamよっし～☆)

荒木 俊弥 (ﾉｱIS　BM) 吉井 康裕 (teamよっし～☆)

3位決定戦
永田 光 (ﾉｱIS)

荒木 俊弥 (ﾉｱIS　BM)

村上 元治 (ﾎﾜｲﾄｽﾀｰ)

中島 大祐 (ｸｱﾄﾞﾘﾌｫﾘｵ)

金月 雄一郎 (ALL　FREE) 弓田 啓一郎 (PEACH)

山名 慶一 (ALL　FREE) 関 喜知 (PEACH)

85 林 満 (コロコロ)

斉藤 誠 (コロコロ)

仲田 一希 (六甲ﾊﾞｰﾝｽﾞ) 85 81 新居 泰介 (ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC)

大津 康裕 (六甲ﾊﾞｰﾝｽﾞ) 宮崎 竜一 (ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC)

池野 良亮 (BESPO) W.O 82 野村 隆二 (ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚)

橋本 康則 (BESPO) 矢達 博史 (ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚)

沖 健太郎 (ぐらんPa) 82 82 三輪 徹 (明石ﾌｧﾐﾘｰ)

前田 智義 (ぐらんPa) 金子 直樹 (明石ﾌｧﾐﾘｰ)

久保 賢司 (ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC) 84 82 玉城 輝 (一般)

佐藤 賢司 (ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC) 森 彩人 (一般)

浅野 佳城 (team YC !) 98(5） 86 大野 公伯 (梅～ず)

中村 彰太 (team YC !) 釘田 悦男 (梅～ず)

築田 誠 (神戸大学職員) 81 85 羽田 圭寛 (土山’S)

浅岡 希好 (神戸大学職員) 加古 龍與 (土山’S)

3位決定戦

築田 誠 (神戸大学職員)

浅岡 希好 (神戸大学職員)

野村 隆二 (ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚) 86

矢達 博史 (ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚)

宗和 成司 (土山’S) 後藤 繁昭 (兵庫県庁)

家高 秀紀 (土山’S) 堤 英俊 (兵庫県庁)

川井 文仁 (一般) 83 W.O

中原 浩元 (尼崎市役所)

岩城 吉夫 (明石ﾌｧﾐﾘｰ) 83 柿崎 仁志 (太子TC)

五百蔵 米雄 (明石ﾌｧﾐﾘｰ) 渋谷 泰信 (ぐらんPa)
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村上・中島

玉城・森
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大林 亮 (J-J-JACKS) 由良 辰瑠 (人丸ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

長浜 功明 (ｸｱﾄﾞﾘﾌｫﾘｵ) 籔田 司 (人丸ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

文谷 寿宏 (人丸ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 62 60 小牧 裕加 (T-Addict)

福田 裕亮 (人丸ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 久保 崇 (ｱｸﾄｽ明石大蔵)

三輪 徹 (明石ﾌｧﾐﾘｰ) 弓田 啓一郎(PEACH)

金子 直樹 (明石ﾌｧﾐﾘｰ) 関 喜知 (PEACH)

浅野 佳城 (team YC !) 62 63 久保 賢司 (ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC)

中村 彰太 (team YC !) 佐藤 賢司 (ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC)

新居 泰介 (ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC) 75 63

宮崎 竜一 (ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC)

大野 公伯 (梅～ず) 75 池野 良亮 (BESPO)

釘田 悦男 (梅～ず) 橋本 康則 (BESPO)

大野 公伯 (梅～ず)

釘田 悦男 (梅～ず)

弓田 啓一郎(PEACH) 64

関 喜知 (PEACH)

男子A

ベテラン男子

男子Ａ級　コンソレーション

1 4

2 5
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由良・薮田
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磯奥 詞子 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) 今岡 貴子 (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙTC)

北野 由子 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) 植野 恵美 (垂水ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ)

前田 冴佳 (甲南大学) 81 84
植村 梨加 (甲南大学)

井上 弘子 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) 81 大塚 初恵 (ﾉｱ加古川)

村脇 佳子 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) 野崎 昌美 (ﾛｲﾔﾙﾋﾙ’81TC)

西牧 佳子 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) 80 80 新井 君恵 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

峯 美穂 (ﾉｱ名谷) 上田 美香 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

W.O 82

林 一恵 (緑が丘TC) 大川 裕希子 (J-J-Jacks)

鈴木 徳子 (緑が丘TC) 四宮 美紀 (宝塚ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

鈴木 明子 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC) 82 86 下村 有加 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

山本 智子 (丹波ｲﾝﾄﾞｱTC) 岩﨑 京子 (岩田特戦隊)

83 85

福村 里紗 (TC神戸) 田口 智恵美 (ﾉｱ加古川)

竹内 由紀 (TC神戸) 甘粕 るみ子 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

池野 友美 (DF) 85 83 肥越 綾 (Team Lee)

上野 啓子 (すま離宮TS) 城戸 美奈子 (ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC)

85 二羽 真智子 (わくわく稲美TC)

伊原 由起 (明石ﾌｧﾐﾘｰ)

81 80

平石 美和 (ﾃﾝｲﾝﾄﾞｱﾌｨｰﾙﾄﾞ) 一瀬 美由紀 (Trantotte)

安藤 賀子 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) 榊　淳子 (ﾛﾍﾞﾘｱ)

3位決定戦 平石 美和 今岡 貴子

安藤 賀子 植野 恵美
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早野 知実 (ｶｸﾃﾙ企画) 磯田 珠可子 (TC三田)

兼田 由賀里 (ｶｸﾃﾙ企画) 北浦 榮子 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸TC)

清水 路恵 (桜木ｸﾗﾌﾞ) 81 87
福井 美紀代 (多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC)

上村 美智子 (TC三田) 82 波野 智子 (ATC)

西山 益美 (TC三田) 田口 恵子 (ATC)

寺尾 清美 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸TC) 82 83 難波 明美 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸TC)

柳田 純子 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸TC) 松村 茉砂与 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸TC)

亀田 真由美 (三木ﾛｲﾔﾙTC) 86 83 小林 美智子 (天王山倶楽部)

長尾 郁代 (三木ﾛｲﾔﾙTC) 大成 由香 (協同学苑)

82 84

桜井 りか (TASU－ｃluｂ) 畑 貴子 (天王山倶楽部)

宇都宮 陽子 (ﾌﾚﾝﾄﾞ) 都出 淳子 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

徳田 聡美 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC) 85 86 吉田 尚子 (Trantotte)

小林 実枝 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC) 小島 三佳 (すま離宮TS)

柴田 道子 (天王山倶楽部) 80 85 岩越 雅美 (TEAM MARS)

日野 智子 (高丘TC) 田中 知子 (TC神戸)

笠原 好美 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸TC) 86 82 上田 まゆみ (丹波ｲﾝﾄﾞｱTC)

大森 なつよ (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸TC) 加茂前 朱美 (丹波ｲﾝﾄﾞｱTC)

菊池 奈緒美 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) 84 97 佐藤 紀子 (すずらんLTC)

田中 久美 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) 山内 真由美 (すずらんLTC)

81 川島 純子 (甲風園TS)

森 サトミ (Team E)

83 83

藤尾 あゆみ (ｸﾘｽﾀﾙ) 田中 藤美 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸TC)

小泉 三奈子 (芦屋国際ﾛｰﾝTC) 奥村 仁子 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

3位決定戦 藤尾 あゆみ 小林 美智子

小泉 三奈子 大成 由香

84
藤尾・小泉
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上村 美智子 (TC三田) 菊池 奈緒美 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

西山 益美 (TC三田) 田中 久美 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

64 63

佐藤 紀子 (すずらんLTC) 波野 智子 (ATC)

山内 真由美 (すずらんLTC) 田口 恵子 (ATC)

畑 貴子 (天王山倶楽部) 62 62 難波 明美 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸TC)

都出 淳子 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) 松村 茉砂与 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸TC)

笠原 好美 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸TC) 65 60

大森 なつよ (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸TC)

寺尾 清美 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸TC) 63 上田 まゆみ (丹波ｲﾝﾄﾞｱTC)

柳田 純子 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸TC) 加茂前 朱美 (丹波ｲﾝﾄﾞｱTC)

前田 冴佳 (甲南大学) 田口 智恵美 (ﾉｱ加古川)

植村 梨加 (甲南大学) 甘粕 るみ子 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

池野 友美 (DF)
65 41RET 西牧 佳子 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

上野 啓子 (すま離宮TS)
峯 美穂 (ﾉｱ名谷)

大塚 初恵 (ﾉｱ加古川)
60 63 福村 里紗 (TC神戸)

野崎 昌美 (ﾛｲﾔﾙﾋﾙ’81TC) 竹内 由紀 (TC神戸)

新井 君恵 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)
64 61 肥越 綾 (Team Lee)

上田 美香 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) 城戸 美奈子 (ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC)

壮 年　女 子　ダ ブ ル ス
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 一　般　女 子　ダ ブ ル ス
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