
流谷 陽子・池垣 百合
(ﾛﾍﾞﾘｱ・阪急仁川)

85 82 久保 晴美・田中 有美子
(古田TC・香枦園)

83 84 石田 真美・中山 里茶
(阪急仁川・香枦園)

86 86 久世 京子・新堂 さゆり
(ｺﾃﾂ・松田ﾃﾆｽ塾)

83 82 口分田 裕子・重近 弥生
(ｻ-ｸﾙS・ﾁ-ﾑ丸尾)

85 82 藤井 環・古瀬 瞳
(松田ﾃﾆｽ塾・GR8)

85 80 小阪 紀子・大澤 多美子
(ｻ-ｸﾙS・Trantotte)

98(4)  81 本田 晃子・牧野 弘江
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・Tennis Do)

85 85 佐々木 惠子・笹木 香織
(Team-F)

82 81 冨山 美麗・阪上 恒美
(阪急仁川・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

85 82 中井 美紀子・亀谷 幸子
(ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎・Do-planning)

81 82 小林 純子・村上 雅子
(PanaChildren・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

84 82 西脇 幸子・安留 惠子
(六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・ﾉｱ西宮)

81 w.o 飯田 啓子・木下 尚子
(ｻｳｻﾘ-ﾄ・御影TA)

84 82 東山 志保・中野 真紀
(香枦園)

82 80 小林 桂・北尾 広子
(Trantotte・一般)

83 藤井 朋美・蔵野 由美
(ｺｽﾊﾟ神崎川・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

82 82 米岡 朋子・内田 和子
(甲子園TS・ｻ-ｸﾙS)

80 83 片山 久香・清水 由以子
(一般・はっさく)

97 83 小林 温子・田中 美樹
(甲子園TS・Trantotte)

w.o 81 竹安 由起子・石垣 祐紀枝
(ﾉｱ宝塚・ﾚｲﾝﾎﾞ-彩都)

86 98(4) 大村 幸子・亀井 直美
(ﾛﾍﾞﾘｱ・JSｸﾗﾌﾞ)

86 86 山田 郁子・玉 清美
(一般・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ)

83 83 菅 裕美・北村 冨美子
(ﾘﾌﾚｯｼｭ・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

82 81 麸山 みちよ・山崎 育代
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・松田ﾃﾆｽ塾)

85 83 山道 知代美・髙橋 和子
(TASU-Club・川西市ﾛ-ﾝTC)

85 80 徳永 麻子・吉富 五十鈴
(芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ・松田ﾃﾆｽ塾)

84 85 渡部 秀子・河野 節子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

80 81 太田 聖美・本田 志美
(阪急仁川)

81 81 漆原 かおり・前田 京子
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・ﾛﾍﾞﾘｱ)

98(3) 80 荒木 直子・阿部 善子
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

82 81 船橋 美好子・玉田 年世
(松田ﾃﾆｽ塾)

2
坂下 久美子・塩田 育恵

34
(TASU-Club・香枦園)

3
井上 貴子・吉橋 純子

35
(松田ﾃﾆｽ塾)
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山口 久美子・桜井 りか

1
渡井口 靖子・増本 千賀子

85 33
(香枦園・TC神戸)

6
藤澤 慶子・中尾 みゆき

38
(ﾁ-ﾑ丸尾)

7
松持 知子・審 佐和子

39
(阪急仁川・松田ﾃﾆｽ塾)

4
石原 まり子・前田 由美子

36
(香枦園・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

5
植田 アツ子・松岡 左知子

37
(松田ﾃﾆｽ塾・ｺﾃﾂ)

10
井上 裕紀子・池浦 政子

42
(松田ﾃﾆｽ塾)

11
三浦 智子・水倉 容子

43
(ﾌﾚﾝﾄﾞ・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ)

8
小野 益美・内野 鶴子

40
(TC神戸・ﾛﾍﾞﾘｱ)

9
松山 ふみ・中村 智子

41
(甲子園TC・芦屋国際ﾛ-ﾝTC)

14
一瀬 恵子・高瀬 祐美子

46
(GR8)

15
坪田 純子・宮村 暢子

47
(芦屋国際ﾛ-ﾝTC)

12
酒井 由美・油野 陽子

44
(ﾉｱ西宮・古川ﾃﾆｽ企画)

13
川端 美春・山村 納奈子

45
(香枦園)

18
長岡 智子・芝田 智美

50
(香枦園)

19
浦 理英・鍛冶 明子 

51
(ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎・Team-F)

16
井関 純子・渡邊 豊恵

48
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

17
山口 久美子・桜井 りか 98(2)

49
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・TASU-Club)

22
川崎 由佳・黒川 恭子

54
(香枦園)

23
李 陽子・平峰 真由美

55
(O.T.P・松田ﾃﾆｽ塾)

20
松村 すみ江・萩原 美津子

52
(芦屋国際ﾛ-ﾝTC・仁川TS)

21
山脇 千佳子・瀧本 友見

53
(ｺｽﾊﾟ神崎川・ﾛﾍﾞﾘｱ)

26
入 純子・吉田 昌希子

58
(ﾉｱ西宮)

27
八川 三保子・野村 芳子

59
(松田ﾃﾆｽ塾)

24
滑川 富子・李 美奈子

56
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸・松田ﾃﾆｽ塾)

25
宇都宮 陽子・井嶋 由子

57
(ﾌﾚﾝﾄﾞ・ﾘﾌﾚｯｼｭ)

30
佐藤 由美子・橋口 千鶴

62
(阪急仁川TC・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

31
平山 潤子・湯澤 理香

63
(桜井TC・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

28
中川 美津子・薮内 博子

60
(一般・TC神戸)

29
蜂須賀 禎子・宮田 洋子

61
(ｶｸﾃﾙ企画)

32
池田 麻紀・大澤 容子

64
(すま離宮TS・TC神戸)


