
一般の部

１R SF F

相浦 英里子 TC三日月

野村 直美 TC三日月 井手・北島

井手 恵里加 北斗七星 84

北島 知佳 ｽﾎﾟｰﾂｸﾛﾏﾃｨ 永田・岩永

永田 久美子 大和ｸﾗﾌﾞ 84

岩永 みどり shake 永田・岩永

香畑 順子 太閤ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ W.O

古舘 弘子 太閤ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 服巻・沼田

服巻 玲子 太閤ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 83

沼田 千鶴子 ｷﾛﾒｷTC 服巻・沼田

木口 美香 shake 84

中島 恵子 ﾘｮｰﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 服巻・沼田

諸隈 智子 ﾘｮｰﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 98（2）

北脇 薫 ﾘｮｰﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 甲斐・乗田

甲斐 倫子 鹿島ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 82 シード

乗田 紗紀 ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC 1. 相浦・野村

2. 甲斐・乗田

3位決定戦

井手 恵里加 北斗七星
北島 知佳 ｽﾎﾟｰﾂｸﾛﾏﾃｨ 甲斐・乗田
甲斐 倫子 鹿島ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 85
乗田 紗紀 ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC

1 6 7 勝敗 順位

相浦 英里子 TC三日月

野村 直美 TC三日月

木口 美香 shake

中島 恵子 ﾘｮｰﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

諸隈 智子 ﾘｮｰﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

北脇 薫 ﾘｮｰﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ
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１R ＱＦ SF F

田中 美紀 ﾁｰﾑZERO9

大津 真由美 ﾁｰﾑありおか 田中・大津

井上 典子 ｸﾞﾗｽｺｰﾄ佐賀 84

山本 敦子 あすかﾌｧﾐﾘｰ 石橋・大塚

石橋 順子 ｷﾛﾒｷTC 98（6）

大塚 史江 ｷﾛﾒｷTC 石橋・大塚

北川 みゆき あすかﾌｧﾐﾘｰ 83

木下 厚子 太閤ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 石橋・大塚

花浦 満子 佐賀ｸﾞﾘｰﾝ 86

頴原 啓子 ｸﾞﾗｽｺｰﾄ佐賀 花浦・頴原

金井田 真知恵 太閤ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 82

成瀬 敬子 太閤ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 大石・世戸

今釜 由美 ﾘﾎﾞﾝｸﾗﾌﾞ 83

向井 紀子 あっぷるみんと 大石・世戸

大石 尚美 shake 85

世戸 たまみ TC三日月 石橋・大塚

田代 順 ﾘｮｰﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 86

本島 恵子 ﾌﾘｰ 宗・千々波

宗 映子 伊万里ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 85

千々波 さとみ 大和ｸﾗﾌﾞ 田村・黒田

小形 和子 太閤ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 83

小川 久美子 ﾘｮｰﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 田村・黒田

田村 さとみ ITS九州 83

黒田 和美 ﾘﾎﾞﾝｸﾗﾌﾞ 大島・猪股

西津 三恵子 ﾘｮｰﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 82

河野 美智子 伊万里ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 西津・河野

石田　多美子 ﾌﾗﾝﾀﾞｰｽ 85

志禮田　富士子 鳥栖MAX 大島・猪股

行武 裕子 ﾌﾗﾝﾀﾞｰｽ 83 シード

吉田 章子 伊万里ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 大島・猪股 1. 田中・大津

大島 由美子 ｷﾛﾒｷTC 81 2. 大島・猪股

猪股 美恵 ｷﾛﾒｷTC 3. 田村・黒田

4. 花浦・頴原

3位決定戦

大石 尚美 shake
世戸 たまみ TC三日月 大石・世戸
田村 さとみ ITS九州 86
黒田 和美 ﾘﾎﾞﾝｸﾗﾌﾞ
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井上 典子 ｸﾞﾗｽｺｰﾄ佐賀

山本 敦子 あすかﾌｧﾐﾘｰ 井上・山本

北川 みゆき あすかﾌｧﾐﾘｰ 64

木下 厚子 太閤ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 井上・山本

金井田 真知恵 太閤ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ W.O

成瀬 敬子 太閤ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 金井田・成瀬

今釜 由美 ﾘﾎﾞﾝｸﾗﾌﾞ 64

向井 紀子 あっぷるみんと 小形・小川

田代 順 ﾘｮｰﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 65

本島 恵子 ﾌﾘｰ 小形・小川

小形 和子 太閤ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 61

小川 久美子 ﾘｮｰﾕｰｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 小形・小川

石田　多美子 ﾌﾗﾝﾀﾞｰｽ 64

志禮田　富士子 鳥栖MAX 行武・吉田

行武 裕子 ﾌﾗﾝﾀﾞｰｽ 65

吉田 章子 伊万里ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

3位決定戦

金井田 真知恵 太閤ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

成瀬 敬子 太閤ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 行武・吉田

行武 裕子 ﾌﾗﾝﾀﾞｰｽ W.O

吉田 章子 伊万里ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
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