
中谷 尚美・吉井 心美

9:15 9:45 (ﾁ-ﾑ丸尾・GR8)

土岡 三智子・小室 利美
8:45 (すずらんﾛ-ﾝ・ﾛﾍﾞﾘｱ)

吉田 昌希子・山森 恵
9:45 (ﾉｱ西宮)

川髙 恵子・濱田 寿代
9:15 (teamよっし~☆・すま離宮TS)

水鳥 美津子・漆原 かおり
9:45 (ﾉｱ姫路・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

平石 あつ子・中塚 麻由子
9:15 (三木ﾛｲﾔﾙTC)

萩原 和子・塩道 靖子
9:45 (すま離宮TS)

魚澤 めぐみ・新谷 弘子
9:15 (Sﾃﾆｽ)

手川 美奈子・西川 名美
9:45 (TC三田・一般)

日尾 温子・奥野 千鶴
8:45 (Sﾃﾆｽ・みのたにｲﾝﾄﾞｱTS)

櫟 真由美・池浦 政子
9:45 (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・松田ﾃﾆｽ塾)

高松 真由美・口分田 裕子
8:45 (TASU-Club・ｻ-ｸﾙS)

松波 江寸子・山﨑 裕子
10:15 (TC三田・三木ﾛｲﾔﾙTC)

開地 美香・倉地 純子
8:45 (ﾕﾆﾊﾞ-神戸・T-EGG)

山下 直美・倉橋 美幸
10:15 (ｺｽﾊﾟ神崎川・西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

小島 智美・伊東 育子
8:45 (TASU-Club・星和高原TC)

平峰 真由美・李 陽子
10:45 (松田ﾃﾆｽ塾・O.T.P)

前田 陽子・橘高 ひとみ
9:15 (ﾉｱ西宮・甲子園TS)

大矢根 由佳・古舞 直実
8:45 10:45 (ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝ)

中末 則子・松田 圭子
(すずらんﾛ-ﾝ)

井上 貴子・吉橋 純子
9:15 10:45 (松田ﾃﾆｽ塾)

藤田 るみ・筧中 幹代
(芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ・松田ﾃﾆｽ塾)

小島 晴美・関野 映子
8:45 10:45 (すずらんﾛ-ﾝ・TEAM MARS)

城戸 美奈子・肥越 綾
(すま離宮TS)

小南 篤美・阪上 恒美
8:45 11:15 (ﾊﾟﾅﾁﾙﾄﾞﾚﾝ・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

渡部 秀子・河野 節子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

平田 裕子・﨑浴 美奈子
9:15 11:15 (TC三田)

中安明子・丹田 良江
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

森 幸江・藤井 恵子
9:15 11:15 (美原の森TG・まっぽん)

安永 千晶・上田 奈美
(松田ﾃﾆｽ塾)

塩住 たまき・中津 妙子
9:45 10:45 (星和高原・一般)

萩原 美津子・西村 麻祐美
11:15 (仁川TS・松田ﾃﾆｽ塾)

松村 善子・松田 かつゑ
9:45 (TEAM MARS)

1 正井 雪江・奥田 久美子 (星和高原TC) 9 木村 和子・清水 可奈子 (書写TS・ﾊﾟｲﾝTC)
2 城戸 美奈子・肥越 綾 (すま離宮TS)

森下 圭・平松 正子 (Trantotte) 魚澤 めぐみ・新谷 弘子 (Sﾃﾆｽ)
小島 智美・伊東 育子 (TASU-Club・星和高原TC) 12 広岡 聖子・古井 悦子 (書写TC・一般)

5 平峰 真由美・李 陽子 (松田ﾃﾆｽ塾・O.T.P) 13 小南 篤美・阪上 恒美 (ﾊﾟﾅﾁﾙﾄﾞﾚﾝ・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸・ITC) 藤澤 慶子・中尾 みゆき (ﾁ-ﾑ丸尾)
(TC神戸・協同学苑)(書写TC・DRIVE.BB) 阪本 由紀子・谷郷 美奈子 (梅ｹ谷TC・ﾉｱ姫路)

8 (ﾁ-ﾑ丸尾・GR8) 16 手川 美奈子・西川 名美 (TC三田・一般)
☆ ポイントが同じ場合、シードの順位は抽選で決めました

2018 第9回 兵庫レディ-ステニスト-ナメント

10月 15・16日(月・火) ブルボンビ－ンズド－ム

ブロンズ

1
正井 雪江・奥田 久美子

35
(星和高原TC)

4
吉田 聖子・賀集 彰子

38
(わくわく稲美・すま離宮TS)

5
峯 美穂・徳山 宏子

39
(ﾉｱ明谷・TASU-Club)

2
山道 知代美・髙橋 和子

36
(TASU-Club・川西市ﾛ-ﾝTC)

3
山内 清美・岡田 由佳

37
(みのたにｲﾝﾄﾞｱTS)

8
小林 由紀子・森崎 尚子

42
(みのたにｲﾝﾄﾞｱTS・DRIVE.B.B)

9
藤澤 慶子・中尾 みゆき

43
(ﾁ-ﾑ丸尾)

6
伊藤 由香・梅田 昭子

40
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

7
玉田 富美子・東根 明美

41
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

12
白井 利江子・橋本 貴美子

46
(緑が丘TC・協同学苑)

13
澤田 一恵・石井 規世美

47
(Sﾃﾆｽ)

10
木村 和子・清水 可奈子

44
(書写TS・ﾊﾟｲﾝTC)

11
川本 ひとみ・大澤 美恵

45
(書写TS・書写TC)

16
笹尾 陽子・木村 真弓 

50
(松田ﾃﾆｽ塾)

17
川﨑 詩乃・宮森 亜紀子

51
(TC神戸・協同学苑)

14
米岡 朋子・松長 真紀

48
(甲子園TS・ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎)

15
宇田川 英子・土井 知子

49
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

20
名賀 由美子・継山 敏子

54
(すずらんﾛ-ﾝ)

21
高澤 由美子・浅田 温美

55
(Sﾃﾆｽ・)

18
森下 圭・平松 正子

52
(Trantotte)

19
北村 ひろみ・山下 幸美

53
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・ﾃﾝｲﾝﾄﾞｱﾌｨ-ﾙﾄﾞ)

24
浦 理英・苗村 智津

58
(ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎)

25
中田 真智子・久保田 美鈴

59
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

22
下山 麻紀子・長岡 智子

56
(香枦園)

23
八塚 恵子・村上 雅子

57
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝ・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

28
山脇 千佳子・瀧本 友見

62
(ｺｽﾊﾟ神崎川・ﾛﾍﾞﾘｱ)

29
中西 佳奈美・出口 良子

63
(Team-F)

26
阪本 由紀子・谷郷 美奈子

60
(梅ｹ谷TC・ﾉｱ姫路)

27
広岡 聖子・古井 悦子

61
(書写TC・一般)

32
竹内 浩美・三田 暢子

66
(書写TC)

33
桑嶋 乃梨子・森 梨沙

67
(GR8・一般)

30
上村 留美子・一ツ家 由紀代

64
(ﾛﾍﾞﾘｱ・ｵｰﾗﾝﾄﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

31
齊藤 文子・西川 りか

65
(わくわく稲美)

～ 岡 美智代・片岡 典代 ～
川﨑 詩乃・宮森 亜紀子
中谷 尚美・吉井 心美

34
岡 美智代・片岡 典代
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸・ITC)

【シード選手】

松村 善子・松田 かつゑ (TEAM MARS) ～
3～4


