
《S3》北 NO.1

Ａ 8:45 1 2 3 4 成績 順位 Ｆ 11:15 21 22 23 24 成績 順位

安達 裕子・沢辺 悦子 菊池 奈緒美・荒木 三千代

(香枦園) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

松持 知子・森脇 三穂 田口 恵子・波野 智子
(阪急仁川・ｻｳｻﾘ-ﾄ) (ﾌｧﾋﾞﾗｽ)

武村 真由美・田治見 優子 小野 益美・河崎 千景
(一般・TC三田) (TC神戸・ﾛﾍﾞﾘｱ)

野崎 昌美・李 明代 高見 日登美・河崎 純江

(Runup) (Trantotte・TEAM MARS)

Ｂ 8:45 5 6 7 8 成績 順位 Ｇ 11:15 25 26 27 28 成績 順位

黒崎 育美・竹内 多香子 櫻井 美紀・田中 久美
(すま離宮) (書写TS・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

岡 智香・岡田 綾 福井 美紀代・相原 みさ

(香枦園) (多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝ)

飯田 啓子・木下 尚子 福元 こころ・吉田 里美

(ｻｳｻﾘ-ﾄ・御影TA) (一般・ｺｽﾊﾟ神崎川)

吉田 直子・島﨑 悦子 末廣 律子・鶴見 裕子
(阪急仁川TC・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) (一般・Runup)

Ｃ 8:45 9 10 11 12 成績 順位 Ｈ 11:15 29 30 31 32 成績 順位

太田 香織・藤田 直子 滑川 富子・李 美奈子
(ﾛﾍﾞﾘｱ) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸・松田ﾃﾆｽ塾)

田中 礼子・藤井 優子 植野 啓子・池野 友美
(ｻｰｸﾙS・ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ) (Sﾃﾆｽ)

小谷 真弓・芦田 久美 三浦 智子・河野 智恵美

(芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ・園和TC) (ﾌﾚﾝﾄﾞ・OJM)

渡部 裕子・阪上 亜希子 井上 英美・橋本 紀子
(C&D) (松田ﾃﾆｽ塾・一般)

Ｄ 8:45 13 14 15 16 成績 順位 Ｉ 11:15 33 34 35 36 成績 順位

野村 よし子・重坂 栄里子 寺田 勢津子・山﨑 美紀
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・松田ﾃﾆｽ塾) (阪急仁川・ﾌｧﾐﾘ-TC)

綿谷 嘉子・吉田 智子 石井 富美江・吉川 幸
(ｺｽﾊﾟ神崎川・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ) (巧庭球塾)

加納 敦子・東 芳子 加藤 園子・中林 友恵
(川西市ﾛ-ﾝTC) (松田ﾃﾆｽ塾・甲子園TC)

荒木 直子・岡田 文芽 鐘ヶ江 千文・山﨑 光
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ) (多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝ)

Ｅ 8:45 17 18 19 20 成績 順位 Ｊ 11:30 37 38 39 40 成績 順位

根木 亜希・米田 素子 佐々木 惠子・笹木 香織

(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・S-SHOT) (Team-F)

笠原 好美・大森 なつよ 徳永 麻子・吉富 五十鈴

(ﾕﾆﾊﾞ-神戸) (松田ﾃﾆｽ塾)

新井 君恵・東口 晴子 野村 芳子・八川 三保子

(ﾕﾆﾊﾞ-神戸・垂水ｸﾞﾘ-ﾝTC) (松田ﾃﾆｽ塾)

山本 美奈子・加茂前 朱美 山中 洋子・油野 陽子
(ﾉｱBM・丹波ｲﾝﾄﾞｱTC) (松田ﾃﾆｽ塾・古川ﾃﾆｽ企画)
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《S3》北 NO.2

Ｋ 13:00 41 42 43 44 成績 順位 Ｍ 13:00 49 50 51 52 成績 順位

福島 真智子・中澤 恵子 井関 純子・渡邊 豊恵
(Runup) (ﾛﾍﾞﾘｱ)

島田 恵・松尾 素子 松岡 左知子・中川 真理子

(TEAM MARS・三木ﾛｲﾔﾙTC) (ｺﾃﾂ)

岡田 順子・金津 信子 石田 真美・中山 里茶
(ﾃﾆｽﾋﾙ仁川) (阪急仁川・香枦園)

相澤 明美・大橋 扶企子 田畑 昌子・佐野 陽子
(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TS・書写TS) (香枦園・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

Ｌ 13:00 45 46 47 48 成績 順位

冨山 美麗・谷 麻由美
(阪急仁川・松田ﾃﾆｽ塾)

福嶌 由美子・梶川 眞理子

(TEAM MARS・ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

南口 典子・前田 京子
(隼・ﾛﾍﾞﾘｱ)

橋本 尚美・小山 聖子
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝ・万博)
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1 安達 裕子・沢辺 悦子 (香枦園) 9 寺田 勢津子・山﨑 美紀 (阪急仁川TC・ﾌｧﾐﾘ-TC)

2 井関 純子・渡邊 豊恵 (ﾛﾍﾞﾘｱ) 菊池 奈緒美・荒木 三千代 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

野村 よし子・重坂 栄里子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・

松田ﾃﾆｽ塾)
冨山 美麗・谷 麻由美 (阪急仁川・松田ﾃﾆｽ塾)

佐々木 惠子・笹木 香織 (Team-F) 12 黒崎 育美・竹内 多香子 (すま離宮)

5 滑川 富子・李 美奈子 (ﾕﾆﾊﾞ-神戸・松田ﾃﾆｽ塾) 13 山中 洋子・油野 陽子 (松田ﾃﾆｽ塾・古川ﾃﾆｽ企画)

櫻井 美紀・田中 久美 (書写TS・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) 根木 亜希・米田 素子 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・S-SHOT)

福島 真智子・中澤 恵子 (Runup) 田畑 昌子・佐野 陽子 (香枦園・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

8 太田 香織・藤田 直子 (ﾛﾍﾞﾘｱ) 16 野崎 昌美・李 明代 (Runup)

☆ ポイントが同じ場合、シードの順位は抽選で決めました
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【シード選手】

11月20日(火)

9:15

※５位までＳ４に上がります
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