
過去の上位成績 等級 優勝 準優勝 第三位 第三位
Ａ級 京都女子（Ａ） 京都女子（Ｂ） ロイヤル 八幡竹の子（Ａ）
Ｂ級 京都女子（Ｃ） Ｄ．Ｆ 城陽レディース 嵯峨
Ｃ級 でんでん スイング 洛北 やましな（Ａ）
Ａ級 京都女子（Ａ） ロイヤル（Ａ） 八幡竹の子 京都女子（Ｂ）
Ｂ級 城陽レディース 若葉 やましな（Ａ） Ｄ．Ｆ（Ｂ）
Ｃ級 嵯峨（Ａ） オールかめおか 洛水（Ｂ）
Ａ級 京都女子（Ａ） ロイヤル（Ａ） 城陽レディース 八幡竹の子
Ｂ級 宇治 洛水 洛西 Ｄ．Ｆ（Ａ）
Ｃ級 やましな 伏見（Ａ） ロイヤル（Ｂ） オールかめおか
Ａ級 ロイヤル（Ａ） 京都女子（Ａ） 京都女子（Ｂ） 八幡竹の子（Ａ）
Ｂ級 Ｅ．Ｆ．Ｔ 福知山ウィディ（Ａ） ミッキーママ ルビー
Ｃ級 若竹 洛水 サン 八幡竹の子（Ｂ）
Ａ級 Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ａ） 京都女子（Ａ） ロイヤル（Ａ） ロイヤル（Ｂ）
Ｂ級 八幡竹の子（Ａ） 洛西 でんでん やましな
Ｃ級 洛水（Ａ） Ｄ．Ｆ 若葉 洛水（Ｂ）
Ａ級 Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ａ） ロイヤル パーソンズ（Ａ） 京都女子（Ａ）
Ｂ級 ミッキーママ オールかめおか（Ａ） やましな（Ａ） Ｄ．Ｆ
Ｃ級 八幡竹の子 Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ｂ） サン やましな（Ｂ）
Ａ級 Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ａ） パーソンズ（Ａ） 京都女子（Ａ） Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ｂ）
Ｂ級 若竹 京都女子（Ｂ） ロイヤル 白鳥
Ｃ級 ミッキーママ（Ａ） 乙訓レディース パーソンズ（Ｃ） 京都女子（Ｃ）
Ａ級 パーソンズ（Ａ） Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ａ） 京都女子（Ａ） 宇治
Ｂ級 洛西 Ｄ．Ｆ 乙訓レディース（Ｂ） 白鳥
Ｃ級 八幡竹の子（Ａ） ミッキーママ 福知山ウィディ オールかめおか
Ａ級 Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ａ） パーソンズ（Ａ） 京都女子（Ａ） 福知山ウィディ
Ｂ級 ミッキーママ 八幡竹の子（Ａ） ＹＹＣ Ｄ．Ｆ
Ｃ級 洛水 パーソンズ（Ｄ） パーソンズ（Ｃ） 嵯峨（Ｂ）
Ａ級 京都女子（Ａ） Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ａ） パーソンズ（Ａ） 京都女子（Ｂ）
Ｂ級 嵯峨（Ａ） 若竹 八幡竹の子 オールかめおか
Ｃ級 城陽レディース 洛西 パーソンズ（Ｃ） ロイヤル
Ａ級 Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ａ） 京都女子（Ａ） ミッキーママ（Ａ） パーソンズ（Ａ）
Ｂ級 若竹 ＹＹＣ 城陽（Ａ） ロイヤル
Ｃ級 Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ｂ） 城陽（Ｂ） 乙訓レディース（Ｂ） ピノキオ（Ａ）
Ａ級 パーソンズ（Ａ） Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ａ） 京都女子（Ａ） 宇治（Ａ）
Ｂ級 京都女子（Ｂ） 乙訓レディース 城陽レディース（Ａ） 洛西
Ｃ級 Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ｂ） ルビー サン やましな（Ａ）
Ａ級 ミッキーママ（Ａ） ＹＹ パーソンズ（Ａ） Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ａ）
Ｂ級 嵯峨（Ａ） 洛水 城陽レディース（Ａ） 嵯峨（Ｂ）
Ｃ級 若竹 宇治（Ｂ） ＡＢＣ ルビー
Ａ級 Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ａ） パーソンズ（Ａ） 嵯峨（Ａ） ＹＹ
Ｂ級 パーソンズ（Ｂ） 若竹 ミッキーママ（Ａ） 京都女子（Ｂ）
Ｃ級 城陽レディース（Ｂ） オールかめおか（Ｃ） 嵯峨（Ｂ） すいれん
Ａ級 パーソンズ（Ａ） Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ａ） 嵯峨（Ａ） ＹＹ
Ｂ級 京都女子（Ａ） 宇治（Ａ） パーソンズ（Ｂ） 嵯峨（Ｃ）
Ｃ級 京都女子（Ｂ） 嵯峨（Ｂ） ＯＧＰ 城陽レディース（Ｂ）
Ａ級 パーソンズ（Ａ） 若竹 ＹＹ 嵯峨（Ａ）
Ｂ級 城陽レディース（Ａ） 宇治（Ａ） でんでん パーソンズ（Ｂ）
Ｃ級 嵯峨（Ｂ） ＯＧＰ ルビー 城陽レディース（Ｂ）
Ａ級 パーソンズ（Ａ） Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ａ） 京都女子（Ａ） 洛西
Ｂ級 宇治（Ａ） 嵯峨（Ｂ） でんでん 若竹
Ｃ級 ミッキーママ オールかめおか（Ａ） 洛水 ピノキオ（Ａ）
Ａ級 洛南パーソンズ（Ａ） Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ａ） 洛西 京都女子（Ａ）
Ｂ級 若竹（Ａ） Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ｂ） 洛南パーソンズ（Ｂ） ミッキーママ
Ｃ級 嵯峨（Ｂ） オールかめおか クレインズ・綾部・すいれん城陽レディース（Ｃ）
Ａ級 洛南パーソンズ（Ａ） Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ａ） アトム 洛南パーソンズ（Ｂ）
Ｂ級 オールかめおか（Ａ） 若竹（Ｂ） 乙訓レディース（Ａ） 洛西（Ａ）
Ｃ級 ＫＬＰ 城陽レディース（Ｃ） 乙訓レディース（Ｂ） 城陽レディース（Ｂ）
Ａ級 洛南パーソンズ（Ａ） Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ａ） 京都女子（Ａ） 乙訓レディース（Ａ）
Ｂ級 城陽レディース（Ａ） 若竹（Ａ） でんでん Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ｂ）
Ｃ級 嵯峨（Ｂ） ピノキオ（Ｂ） 乙訓レディース（Ｂ） ピュア（Ｂ）
Ａ級 洛南パーソンズ（Ａ） 京都女子（Ａ） 乙訓レディース（Ａ） Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ａ）
Ｂ級 嵯峨（Ａ） Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ｂ） やましな（Ａ） ルビー（Ｂ）
Ｃ級 城陽レディース（Ａ） 京都女子（Ｃ） 洛南パーソンズ（Ｃ） ルビー（Ａ）
Ａ級 洛南パーソンズ（Ａ） Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ａ） 乙訓レディース（Ａ） 京都女子（Ａ）
Ｂ級 若竹（Ａ） アトム・れもん 福知山ウィディ 洛南パーソンズ（Ｂ）
Ｃ級 やましな（Ａ） ピノキオ（Ａ） 洛西（Ｂ） 京都女子（Ｃ）
Ａ級 洛南パーソンズ（Ａ） Ｅ．Ｆ．Ｔ（Ａ） 嵯峨（Ａ） 京都女子（Ｂ）
Ｂ級 若竹（Ａ） 宇治（Ａ） オールかめおか（Ａ） 城陽レディース（Ａ）
Ｃ級 若竹（Ｂ） 京都女子（Ｃ） 乙訓レディース（Ｂ） ホップ
Ａ級 Ｍａｒｓ ビバーチェ綾部 ピュア（Ａ） ＥＦＴ（Ａ）
Ｂ級 京都女子（Ａ） 洛西（Ａ） 若竹（Ａ） 宇治（Ａ）
Ｃ級 でんでん やましな（Ｂ） 若竹（Ｂ） れもん

さわやか賞
Ａ級 京都女子（Ａ） ビバーチェ綾部 ＥＦＴ（Ａ） 乙訓レディース（Ａ）
Ｂ級 嵯峨（Ａ） 洛南パーソンズ（Ｂ） 洛西（Ａ） オールかめおか（Ａ）
Ｃ級 若竹（Ｂ） ストレート 葵（Ａ） 福知山ウィディ

さわやか賞
Ａ級 Ｍａｒｓ ピュア（Ａ） 洛南パーソンズ（Ａ） 洛西（Ａ）
Ｂ級 若竹（Ａ） ピノキオ（Ａ） 乙訓レディース（Ａ） ピュア（Ｂ）
Ｃ級 洛南パーソンズ（Ｂ） ストレート（Ａ） クレッシェンド 宇治（Ｂ）

さわやか賞
Ａ級 クレインズ・ビバーチェ綾部Ｍａｒｓ ＥＦＴ（Ａ） ミッキーママ
Ｂ級 乙訓レディース（Ａ） 洛西（Ａ） 福知山ウィディ 京都女子（Ｂ）
Ｃ級 城陽レディース（Ａ） ピノキオ（Ｂ） 乙訓レディース（Ｂ） ストレート（Ａ）

さわやか賞
Ａ級 Ｍａｒｓ 京都女子（Ａ） ＥＦＴ（Ａ） 乙訓レディース（Ａ）
Ｂ級 ストレート（Ａ） 城陽レディース（Ａ） 京都女子（Ｃ） 洛南パーソンズ（Ａ）
Ｃ級 若竹（Ｂ） メルシー れもん クレッシェンド

さわやか賞
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