
畑中 美里・脇本 郁子 左近 文代・千々岩 知未
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・ﾛﾍﾞﾘｱ)

82 82 中尾 京子・今井 美香
真貝 真弓・笹原 夕子 (ﾛﾍﾞﾘｱ)

84 86 井内 みすず・中村 景子 
(すずらんﾛ-ﾝTC・TEAM MARS )

81 85 奥村 仁子・田中 藤美
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

83 81 渡部 裕子・阪上 亜希子
(C&D)

85 85

山口 仁美・岩越 雅美 
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・一般)

80 83 松村 仁美・松田 希
(ﾃﾆｽﾋﾙ仁川・ｺｽﾊﾟ神崎川)

86 86

84 平田 裕子・﨑浴 美奈子
(TC三田)

86 83 藤田 るみ・筧中 幹代
(芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ・松田ﾃﾆｽ塾)

84 84 小島 智美・伊東 育子
(TASU-Club・星和高原TC)

83 81

真貝 真弓・笹原 夕子
(TG高槻・ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭTC)

82 81 山﨑 美紀・大成 由香
(ﾌｧﾐﾘ-TC・一般)

82 98(2) 中塚 文子・北浦 榮子
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

97 84 小室 利美・土岡 三智子
(ﾛﾍﾞﾘｱ・すずらんﾛ-ﾝTC)

83 83 佐藤 和子・河崎 純江
(すずらんﾛ-ﾝTC・TEAM MARS)

86 梶川 眞理子・茂木 祐子
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

86 81

柳沢 由紀・池田 花
(一般・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

福村 里紗・竹内 由紀 98(5) 86 大屋 恵美・谷 麻由美
(一般・松田ﾃﾆｽ塾)

81 85 鐘ヶ江 千文・山﨑 光
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝ)

82 86 佐藤 紀子・山内 真由美
(すずらんﾛ-ﾝTC)

85 85 中谷 尚美・吉井 心美
(ﾁ-ﾑ丸尾・GR8)

84 86 井上 英美・橋本 紀子
(松田ﾃﾆｽ塾・一般)

83 83

宗和 千代・庄 千春
(ｺｽﾊﾟ神崎川)

1 畑中 美里・脇本 郁子 (一般・J-J-JACKS) 9 福村 里紗・竹内 由紀 (一般・TC神戸)

2 宗和 千代・庄 千春 (ｺｽﾊﾟ神崎川) 山口 仁美・岩越 雅美 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・一般)

真貝 真弓・笹原 夕子 (TG高槻・ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭTC) 柳沢 由紀・池田 花 (一般・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

山本 智恵子・小島 三佳 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・すま離宮TS) 12 佐野 陽子・三浦 喜久子 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

5 福永 奈美・水方 紀代 (ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園) 13 奥田 久美子・正井 雪江 (星和高原TC)

左近 文代・千々岩 知未 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・ﾛﾍﾞﾘｱ) 松村 仁美・松田 希 (ﾃﾆｽﾋﾙ仁川・ｺｽﾊﾟ神崎川)

山﨑 美紀・大成 由香 (ﾌｧﾐﾘ-TC・一般) 大屋 恵美・谷 麻由美 (一般・松田ﾃﾆｽ塾)

8 中澤 恵子・福島 真智子 (Runup) 16 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-ﾝTC)

☆ 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

32
福永 奈美・水方 紀代

64
(ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園)

シード選手

～

3～4

30
山内 清美・岡田 由佳

62
(みのたにｲﾝﾄﾞｱTS)

31 63BYE BYE

28
上野 明代・中尾 裕子

60
(川西ﾛｰﾝTC・TASU-club)

29
坂本 和美・黒川 香織

61
(ETA・ｸﾘｽﾀﾙ)

26 58

27
岡 美智代・片岡 典代

59
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸・ITC)

BYE

24
奥田 久美子・正井 雪江

56
(星和高原TC)

25 57
(一般・TC神戸)

22 54

23 55BYE

20
柴田 道子・横山 文

52
(天王山倶楽部・ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

21
水谷 有美・久保田 志津

53
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

18 50

19
柴田 悦子・油納 直子

51
(香枦園)

BYE

16
中澤 恵子・福島 真智子

48
(Runup)

17
山本 智恵子・小島 三佳

49
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・すま離宮TS)

14
下山 麻紀子・武田 智香

46
(香枦園・TASU-Club)

15 47BYE

12
村上 宏美・小島 かおり

44
(ﾛﾍﾞﾘｱ・TC三田)

13
正躰 八千代・川勝 光美

45
(TEAM MARS・ﾛﾍﾞﾘｱ)

10 42

11
城戸 美奈子・肥越 綾

43
(すま離宮TS)

BYE

BYE

8
重坂 栄里子・野村 よし子

40
(松田ﾃﾆｽ塾・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

9
佐野 陽子・三浦 喜久子

41
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

6
北山 由華・小南 篤美

38
(香枦園・PanaChildren)

7 39BYE

5
岡 智香・岡田 綾

37
(香枦園)

2 34

3
三浦 洋子・星野 雅子

35
(TASU-Club・多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC)

BYE

2018年度　第33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 33
(一般・J-J-JACKS)

4
小林 裕子・若林 幸子

36
(Trantotte・ﾛﾍﾞﾘｱ)

(TG高槻・ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭTC)

82


