第36回兵庫ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾁｬﾚﾝｼﾞﾏｯﾁ 2020秋
《S2》

NO.1

11月18日(水) 住友総合グランド
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成績 順位

Ｅ

9:15

上田 奈美・光冨 寛海
1 (松田ﾃﾆｽ塾)

小倉 優子・永井 真弓
17 (TASU-Club)

石丸 清子・山本 貴子
2 (Team-F)

18 (香枦園・松田ﾃﾆｽ塾)

藤井 貴子・林 美紀
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成績 順位

Ｆ

11:00

21 (ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎)

山下 百里・吉田 裕子
6 (ｱｽﾞ・五月山)

桂木 宏美・鷹取 典子
22 (一般・阪急仁川TS)

吉田 由美子・横山 典子

林田 美江・池
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成績 順位
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成績 順位
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成績 順位

恵理子

7 (第一ｸﾞﾘｰﾝ・ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ)

23 (万博TG・服部緑地MT)

仲林 尚子・星野 雅子
8 (多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC)

伊藤 和子・赤松 昌子
24 (OJM・ﾌﾚﾝﾄﾞ)
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成績 順位

Ｇ

11:00

9 (松田ﾃﾆｽ塾)

田井 佳代・吉井 心美
25 (ﾘﾌﾚｯｼｭ・GR8)

糸林 元子・丸中 和佳
10 (TR-3・J-three)

26 (pratico・J-three)

笹尾 陽子・木村 真弓

須々木 陽子・中村 純子

松永 きよみ・井上 美和

松村 富士子・北野 裕子

11 (ｺｽﾊﾟ神崎川)

27 (松田ﾃﾆｽ塾・江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀ-)

一条 容子・永石 祐里江

辻 千恵子・堀 麻美

12 (まっぽん・pratico)

9:15

21

浦 理英・苗村 智津

5 (阪急仁川TC・阪急仁川)

Ｄ

成績 順位

20 (Do planning・TAC桃山)

竹田 弥生・中澤 真理

9:15

20

石神 ゆかり・兵頭 かおり

4 (箕面ﾚﾃﾞｨｰｽ・一般)

Ｃ

19

加藤 晴巳・坂本 和美
19 (ﾚｲﾝﾎﾞ-彩都・ETA)

大井 由美子・栗山 麻奈美

9:15

18

本田 法子・楠 容子

3 (一般・ｸﾘｽﾀﾙ)

Ｂ

17

28 (万博・ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ)
13

14

15

16

成績 順位

小物谷 雪子・本田 まゆ

13 (Team-F)

Ｈ
29

11:00
福岡 秀実・渡部 秀子
(香枦園・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

14 (ﾚｲﾝﾎﾞ-彩都・巧庭球塾)

石垣 祐紀枝・川久保 直美

上田 理恵・相原 智子
30 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC・ITW石切)

櫟 真由美・松村 善子
15 (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・GR8)

平峰 真由美・西岡 操
31 (松田ﾃﾆｽ塾・NLA)

御幡 裕美・野島 礼子
16 (香枦園・井山HST)

32 (ﾙｰｾﾝﾄ八尾・ﾀﾞｲﾄﾞｰ)

白崎 智子・山下 久美子

【シード選手】
(松田ﾃﾆｽ塾)
上田 奈美・光冨 寛海
(香枦園・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)
福岡 秀実・渡部 秀子
(ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎)
浦 理英・苗村 智津
(松田ﾃﾆｽ塾)
笹尾 陽子・木村 真弓
☆ 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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小物谷 雪子・本田 まゆ
小倉 優子・永井 真弓
田井 佳代・吉井 心美
竹田 弥生・中澤 真理

(Team-F)
(TASU-Club)
(ﾘﾌﾚｯｼｭ・GR8)
(阪急仁川TC・阪急仁川)

※ 9：15 集合の選手は 8：45まで入場できません
住友総合グランドの方の指示に従い入場許可をもらってコ-トに来てください
※ 10：30 と11：00 集合の選手は 入場制限があります
入場許可をもらって 本部役員が来るまで 駐車場 でお待ちください

《S2》

NO.2

11月18日(水) 住友総合グランド

【決勝トーナメント】
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３位決定戦

※３位までＳ３に上がります

