
山本 智恵子・小島 三佳
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・すま離宮TS)

81 86 福島 真智子・野崎 昌美
(Run up)

86 86 山﨑 光・鐘ヶ江 千文
(多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ)

80 83 小島 晴美・伊藤 眞由美
(すずらんﾛｰﾝTC・TEAM　MARS)

84 98(5) 横山 文・北山 由華
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・香枦園)

83 84

村上 宏美・小島 かおり
(ﾛﾍﾞﾘｱ・TC三田)

82 84 増田 龍子・柴田 道子
(わくわく稲美TC・天王山倶楽部)

83 蔵野 由美・四軒町 仁美
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・万博TG)

82 86 平松 正子・森下 圭
(Trantotte)

85 83 継山 敏子・名賀 由美子
(TEAM MARS・すずらんﾛｰﾝTC)

84 97 松田 かつゑ・松村 善子
(TEAM MARS)

82 84 小山 利枝・渡部 裕子
(TEAM MARS・C&D)

85 81

池田 花・四宮 美紀
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・宝塚TC)

86 85 畑中 美里・脇本 郁子
(一般・J-J-JACKS)

86 82 川勝 光美・若林 幸子
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

86 83 中村 千代・伊藤 裕美子
(ﾙ･ｸｰﾙTA)

81 84 坂本 和美・中島 明子
(ETA)

82 81 磯田 珠可子・豊田 環
(TC三田・STEP-1)

84 86

波野 智子・田口 恵子
(ﾌｧﾋﾞﾗｽ)

81 84 松田 希・森岡 照江
(ｺｽﾊﾟ神崎川・ﾉｱHAT神戸)

82 84 伊本 みゆき・井内 みすず
(すずらんﾛｰﾝTC)

81 81 片山 久香・西村 章子
(松田ﾃﾆｽ塾)

81 85 飯田 啓子・木下 尚子
(一般・御影TA)

98(3) W.O 川﨑 詩乃・宮森 亜紀子
(TC神戸・協同学苑)

81 80

長安 幹子・植野 恵美
(ﾛﾍﾞﾘｱ・垂水ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ)

1 福永 睦・塩見 香 (ecole-f) 9 村上 宏美・小島 かおり (ﾛﾍﾞﾘｱ・TC三田)

2 長安 幹子・植野 恵美 (ﾛﾍﾞﾘｱ・垂水ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ) 西山 博美・麸山 みちよ (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

池田 花・四宮 美紀 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・宝塚TC) 波野 智子・田口 恵子 (ﾌｧﾋﾞﾗｽ)

竹内 由紀・福村 里紗 (TC神戸・一般) 12 重坂 栄里子・野村 よし子 (松田ﾃﾆｽ塾・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

5 真貝 真弓・国友 美恵子 (TG高槻・Tennis Do) 13 今峰 春美・白木 美佐子 (ﾛﾍﾞﾘｱ)

山本 智恵子・小島 三佳 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・すま離宮TS) 松田 希・森岡 照江 (ｺｽﾊﾟ神崎川・ﾉｱHAT神戸)

田中 藤美・奥村 仁子 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC) 山中 和子・山口 仁美 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

8 畑中 美里・脇本 郁子 (一般・J-J-JACKS) 16 増田 龍子・柴田 道子 (わくわく稲美TC・天王山倶楽部)

☆ ポイントが同じ場合、シードの順位は抽選で決めました

～ ～

BYE

BYE

BYE

BYE

BYE

BYE

BYE

BYE

真貝 真弓・国友 美恵子

(TG高槻・Tennis Do)

97

32
真貝 真弓・国友 美恵子

64
(TG高槻・Tennis Do)

シード選手

～

3～4

30
中塚 文子・外薗 玲子

62
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ﾘﾌﾚｯｼｭ)

31 63BYE

28
奥田 久美子・正井 雪江

60
(Sﾃﾆｽ)

29
佐野 陽子・三浦 喜久子

61
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

26 58

27
大屋 恵美・丸山 聖子

59
(一般)

BYE

24
山中 和子・山口 仁美

56
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

25
重坂 栄里子・野村 よし子

57
(松田ﾃﾆｽ塾・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

22
小林 裕子・長田 賀津子

54
(Trantotte・緑ヶ丘TC)

23 55BYE

20
中村 智子・池浦 政子

52
(すま離宮TS・松田ﾃﾆｽ塾)

21
三浦 洋子・星野 雅子

53
(TASU-ｃｌub・多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝ)

18 50

19
坂下 久美子・塩田 育恵

51
(TASU-ｃｌub・香枦園)

BYE

16
田中 藤美・奥村 仁子

48
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

17
竹内 由紀・福村 里紗

49
(TC神戸・一般)

14
黒川 千寿子・河崎 純江

46
(TEAM MARS)

15 47BYE

12
山内 清美・岡田 由佳

44
(ITCｽｶｲｺ-ﾄ・みのたにｲﾝﾄﾞｱ)

13
藤井 朋美・千々岩 知未

45
(ｺｽﾊﾟ神崎川・ﾛﾍﾞﾘｱ)

10 42

11
福永 奈美・正躰 八千代

43
(ﾛﾍﾞﾘｱ・TEAM MARS)

8
今峰 春美・白木 美佐子

40
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

9
西山 博美・麸山 みちよ

41
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

6
冨山 美麗・阪上 恒美

38
(阪急仁川・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

7 39BYE

5
力丸 庸子・福井 美紀代

37
(多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ)

2 34

3
上村 美智子・畑 貴子

35
(TC三田・天王山倶楽部)

BYE

2017年 32回 コープ杯レディーステニストーナメント

７月 4日(火)・5日(水)　アーバン六甲テニスクラブ

1
福永 睦・塩見 香

33
(ecole-f)

4
中尾 裕子・松永 きよみ

36
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝ)


