
山本 覚子・大屋 恵美
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・一般)

9:30 10:00

﨑浴 美奈子・平田 裕子

8:45 9:15 (TC三田)

中塚 麻由子・西牧 佳子
(三木ﾛｲﾔﾙTC・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

中藤 美智代・米岡 朋子

8:45 9:15 (香枦園・甲子園TS)

上村 直子・安藤 賀子

10:00 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

8:45

森下 圭・平松 正子
(Trantotte)

三浦 喜久子・若林 幸子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・ﾛﾍﾞﾘｱ)

9:30 10:00

柴田 悦子・油納 直子

8:45 9:15 (香枦園)

後藤 君代・西澤 みゆき
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

伊東 育子・小島 智美

8:45 9:15 (星和高原TC・TASU-Club)

森 幸江・藤井 恵子

9:30 10:00 (美原の森TG・まっぽん)

山本 智恵子・小島 三佳
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・ねこまじん)

小林 温子・田中 美樹
(ﾉｱ西宮・Trantotte)

9:30 10:00

山口 淳子・中村 雅子

8:45 9:15 (Sﾃﾆｽ・すま離宮TS)

鳥井 はるみ・横田 俊子
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

藤井 宜子・有年 日登美

8:45 9:15 (芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ・星和高原TC)

池田 花・榊 淳子

9:30 10:00 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・ﾛﾍﾞﾘｱ)

蓮本 真理・河野 准子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

岡 智香・岡田 綾
(香枦園)

9:30 10:00

川勝 光美・正躰 八千代

8:45 9:15 (ﾛﾍﾞﾘｱ・星和高原TC)

魚澤 めぐみ・新谷 弘子
(Sﾃﾆｽ)

中田 真智子・久保田 美鈴

8:45 9:15 (ﾛﾍﾞﾘｱ)

岡 美智代・片岡 典代

9:30 10:00 (ﾕﾆﾊﾞ-神戸・ITC掖谷)

畑中 美里・脇本 郁子
(一般・J-J-JACKS)

1 笹原 夕子・木村 絵奈 (ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭTC・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ) 9

2 畑中 美里・脇本 郁子 (一般・J-J-JACKS)

大成 由香・山﨑 美紀 (ﾌｧﾐﾘ-TC)

山本 智恵子・小島 三佳 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・ねこまじん) 12

5 小林 温子・田中 美樹 (ﾉｱ西宮・Trantotte) 13

山本 覚子・大屋 恵美 (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・一般)

村上 宏美・小島 かおり (ﾛﾍﾞﾘｱ・TC三田)

8 福島 真智子・中澤 恵子 (Runup) 16

☆ ポイントが同じ場合、シードの順位は抽選で決めました

2019年度　第34回コープ杯レディーステニストーナメント
７月 9日(火)・10日(水)　アーバン六甲テニスクラブ

1
笹原 夕子・木村 絵奈

33
(ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭTC・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

4
島田 恵・名賀 由美子

36
(TEAM MARS・すずらんﾛ-ﾝTC)

5
桑嶋 乃梨子・森 梨沙

37
(GR8)

2 BYE BYE 34

3
松岡 左知子・中川 真理子

35
(ｺﾃﾂ)

8
正井 雪江・奥田 久美子

40
(Sﾃﾆｽ)

9
田中 藤美・奥村 仁子

41
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

6
田中 正美・山中 和子

38
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

7
小林 裕子・西山 益美

BYE 39
(Trantotte・一般)

12
坂本 和美・中島 明子

44
(ETA)

13
小林 亜紀・井内 みすず

45
(TEAM MARS・すずらんﾛ-ﾝTC)

10 BYE BYE 42

11
小島 晴美・関野 映子

43
(すずらんﾛ-ﾝTC・TEAM MARS)

16
福島 真智子・中澤 恵子

48
(Runup)

17
大成 由香・山﨑 美紀

49
(ﾌｧﾐﾘ-TC)

14
肥越 綾・城戸 美奈子

46
(すま離宮TS)

15 BYE BYE 47

20
中末 則子・松田 圭子

52
(すずらんﾛ-ﾝTC)

21
高山 悦子・熊谷 節代

53
(すずらんﾛ-ﾝTC)

18 BYE BYE 50

19
山内 清美・岡田 由佳

51
(一般)

24
山口 仁美・岩越 雅美 

56
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・ITC掖谷)

25
中塚 文子・北浦 榮子

57
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

22
田畑 昌子・佐野 陽子

54
(香枦園・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

23 BYE BYE 55

28
駒田 るい子・松永 きよみ

60
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC・ｺｽﾊﾟ神崎川)

29
大森 なつよ・笠原 好美

61
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

26 BYE BYE 58

27
鶴見 裕子・西村 美緒

59
(Runup・ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

64
(ﾛﾍﾞﾘｱ・TC三田)

シード選手
森下 圭・平松 正子 (Trantotte)

30
三浦 智子・高橋 和子

62
(ﾌﾚﾝﾄﾞ・OJM)

31 BYE BYE 63

～ 中塚 文子・北浦 榮子 (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

3～4
田中 藤美・奥村 仁子 (ﾕﾆﾊﾞ-神戸・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

蓮本 真理・河野 准子 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

32
村上 宏美・小島 かおり

正井 雪江・奥田 久美子 (星和高原TC・Sﾃﾆｽ)

三浦 喜久子・若林 幸子 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・ﾛﾍﾞﾘｱ)

～ ～ 岡 智香・岡田 綾 (香枦園)

山口 仁美・岩越 雅美 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・ITC掖谷)



2 18

2019年34回コープ杯レディーステニストーナメント

７月 9日(火)・10日(水)　アーバン六甲テニスクラブ
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