
《S1》中央 NO.1

Ａ 8:45 1 2 3 4 成績 順位 Ｆ 8:45 20 21 22 23 成績 順位

中尾 みゆき・藤澤 慶子 浜野 有紀・小林 裕恵
(ﾁ-ﾑ丸尾) (すま離宮TS・芦屋国際ﾛ-ﾝTC)

中塚 節子・瀧山 映子 原田 功子・藤井 広美
(ｸﾘｽﾀﾙ・香枦園) (くにじま・ｺｽﾊﾟ神崎川)

巽 恭子・青木 純子 山森 恵・村上 仁美
(Do planning・一般) (ﾉｱ西宮)

久野 啓子・田中 有花 宇野　洋子・小松 智恵美

(木曜会・KTC) (香枦園)

Ｇ 11:00 24 25 26 27 成績 順位

Ｂ 11:00 5 6 7 成績 順位 日尾 温子・伊藤 裕美子

荒谷 陽子・長島 由実 (Sﾃﾆｽ・ﾙ･ｸ-ﾙTA)

(芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ) 藤尾 直子・松山 みか

松井 洋子・東山 明美 (阪急仁川TS)

(ﾚｲﾝﾎﾞ-彩都・NICC) 福本 麻紀・桂木 宏美

平野 麻美子・山元 加奈子 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・一般)

(香枦園) 堀 和子・岡田 育子
(香枦園)

Ｃ 8:45 8 9 10 11 成績 順位 Ｈ 11:00 28 29 30 31 成績 順位

桑嶋 乃梨子・森 梨沙 藤田 和子・奈良井 典子

(GR8・一般) (ｻｳｻﾘ-ﾄ・江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀ-)

加藤 玲子・岡崎 英子 東辻 奈津子・木落 民子

(芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ) (甲子園TS)

山本 紀子・柿本 由美子 山中 麗香・永井 里美
(香枦園・RITS) (松田ﾃﾆｽ塾・ｱｸﾄｽ)

金 理恵・寺坂 枝里子 東井 真奈美・矢田 有加

(TC神戸) (香枦園・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ)

Ｄ 8:45 12 13 14 15 成績 順位 Ｉ 11:00 32 33 34 35 成績 順位

重近 弥生・高瀬 祐美子 佐藤 瑞穂・瀬藤 清香
(ﾁ-ﾑ丸尾・GR8) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・阪急仁川TC)

嶋袋 朝子・藤井 貴子 永田 明美・宮崎 美智代

(TSH・箕面ﾚﾃﾞｨｰｽ) (香枦園)

後藤 多美子・石坂 純 植田 昌子・高橋 明子
(一般・松田ﾃﾆｽ塾) (TC神戸)

宮路 知子・小山 利枝 大山 尚美・高見 潤子
(TASU-Club・TEAM MARS) (松田ﾃﾆｽ塾)

Ｅ 8:45 16 17 18 19 成績 順位 Ｊ 11:00 36 37 38 39 成績 順位

薮野 真弓・村上 由香 田中 有美子・八島 幸子
(香枦園) (香枦園)

松下 恵子・福島 真里子 中尾 由希子・松川 直美

(一般・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) (一般・ﾉｱ宝塚)

阿部 尚美・松岡 幸子 藤中 裕美子・吉川 知世

(芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ) (松田ﾃﾆｽ塾・一般)

森山 千加子・数森 美香 金川 久美子・安留 惠子

(ﾉｱ西宮) (TRTA・ﾉｱ西宮)
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4月2日(火) 芦屋シ-サイド
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《S1》中央 NO.2

Ｋ 13:00 40 41 42 43 成績 順位 Ｎ 13:00 52 53 54 55 成績 順位

片山 雅子・山際 加代子 中井 美紀子・亀谷 幸子

(箕面ITC・J.Sｸﾗﾌﾞ) (ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎・Do planning)

上岡 環・大久保 むつみ 竹谷 浩美・井上 陽子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・松田ﾃﾆｽ塾) (ﾛﾍﾞﾘｱ)

上田 初美・松田 真朱美 松井 みどり・伊藤 有規子

(わくわく稲美TC・香枦園) (香枦園)

丸山 和代・川内 真理子 冨田 ゆかり・久保 佳代子

(川西市ﾛ-ﾝTC) (ﾃﾆｽﾋﾙ仁川・一般)

Ｌ 13:00 44 45 46 47 成績 順位 Ｏ 13:00 56 57 58 59 成績 順位

中末 則子・松田 圭子 森本 雅子・伊田 成美
(すずらんﾛ-ﾝTC) (香枦園)

筒井 國子・松本 順子 中嶋 久美子・梅田 昭子
(松田ﾃﾆｽ塾・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) (阪急仁川TC・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

古庄 信子・松永 順子 横山 美加・門脇 静香
(ﾃﾆｽｱﾒﾆﾃｨ園田・阪急仁川TS) (松田ﾃﾆｽ塾)

薮内 博子・石田 美有紀 三木 さゆり・古市 珠美

(TC神戸・香枦園) (住友総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS)

Ｍ 13:00 48 49 50 51 成績 順位

小林 純子・村田 有子
(PanaChildren・永岡庭球道場)

山中 昌子・安酸 由紀子

(松田ﾃﾆｽ塾)

米川 玲子・美馬 美樹
(香枦園・TRTA)

迫 明子・長谷 鈴代
(阪急仁川TS・甲風園TS)

Ｐ 8:45 60 61 62 63 成績 順位 Ｒ 11:00 68 69 70 71 成績 順位

中川 友子・幡山 由紀子 中嶋 ゆり子・藤田 るみ

(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) (松田ﾃﾆｽ塾・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ)

今井 恵子・杉山 美和 井上 裕美・関 秀子
(香枦園) (香枦園)

東矢 真弓・玉木 由紀 藤沢 かおる・鷹取 典子
(ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・松田ﾃﾆｽ塾) (ﾉｱ西宮・阪急仁川TC)

角田 恵子・緒方 弥栄子 浜田 朋子・二谷　典子

(くにじま・Do planning) (一般)

Ｑ 8:45 64 65 66 67 成績 順位 Ｓ 11:00 72 73 74 75 成績 順位

中野 真紀・筧中 幹代 原 美保・藤田 直美
(香枦園・松田ﾃﾆｽ塾) (松田ﾃﾆｽ塾)

和田 典子・新城 幸恵 山本 由紀子・岸本 美知代

(永岡庭球道場・くにじま) (香枦園)

相浦 久美・力武 愛 田中 あゆみ・木下 有紀子

(Sﾃﾆｽ) (ﾉｱ西宮・ｻｳｻﾘ-ﾄ)

菅田 明美・岡村 紀子 堀井 佳子・関口 摩紀
(一般・TC神戸) (ｺｽﾊﾟ神崎川 ・江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀ-)

4月2日(火) 芦屋シ-サイド
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《S1》中央 NO.3

Ｔ 8:45 76 77 78 79 成績 順位 Ｖ 11:00 84 85 86 87 成績 順位

佐藤 由美子・橋口 千鶴 三好 知子・梶栗 亜樹
(阪急仁川TC・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) (宝塚TC・TSH)

大矢根 由佳・眞田 文代 森 美登代・西川 幸子
(ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝTS・ﾛﾍﾞﾘｱ) (ALL ROUND・ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

加藤 由加里・赤井 智美 河合 由理・植北 尚子
(ｻｳｻﾘ-ﾄ) (松田ﾃﾆｽ塾)

庄司 雅美・小山 章代 室谷 明子・松本 津代子

(香枦園) (Do planning)

Ｕ 8:45 80 81 82 83 成績 順位 Ｗ 11:00 88 89 90 91 成績 順位

渡邉 真由美・光冨 寛海 安永 千晶・上田 奈美
(香枦園・松田ﾃﾆｽ塾) (松田ﾃﾆｽ塾)

木村 牧子・出口 利江 石橋 いづみ・上田 理恵

(Vassie・K.S.P.宝塚) (ｽﾌﾟﾗｯｼｭ・ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC)

海山 美夜子・小林 佳子 祖父江 美保・芦田 浩子
(ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC・多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC) (ﾉｱ北千里・服部緑地)

大久保 紫・谷村 由美子 田井 洋子・寺澤 陽子
(Do planning) (ﾉｱ西宮)

4月3日(水) 芦屋公園
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