
三木 一恵・鈴木 生 早野 眞代・丸山 里夏
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) (ｶｸﾃﾙ企画・ﾋﾟｯﾌﾟ㈱)

浦上 久仁子・土井 友里子 81 97 米田 素子・安藤 賀子
(ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC) (S-SHOT・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

正井 雪江・肥越 綾 83 83 茂木 祐子・開地 美香
(星和高原TC・すま離宮TS) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

山内 清美・岡田 由佳 82 84 今峰 春美・白木 美佐子
(GR8) (ﾛﾍﾞﾘｱ)

西山 益美・小林 裕子 80 84 小林 晴美・松永 恵子
(一般・Trantotte) (香枦園)

菊池 奈緒美・荒木 三千代 82 83 難波 明美・河合 泉
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

西川 りか・齊藤 文子 97 86 上村 美智子・松波 江寸子
(わくわく稲美TC) (TC三田)

田口 恵子・波野 智子 W.O 84 福永 奈美・水方 紀代
(FAB) (ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園)

松本 明子・鶴本 恭子 82 83 滑川 富子・李 美奈子
(西神NTG) (星和高原TC・松田ﾃﾆｽ塾)

下山 麻紀子・大土井 愛子 83 85 西田 裕紀子・村上　幸枝
(香枦園・一般) (クリスタル・シーズー万博)

溝口 亜紀・岩崎 佳苗 81 85 松村 善子・大矢根 由佳
(Runup) (GR8・ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝTS)

浜野 有紀・中津 妙子 86 82 根木 亜希・岡本 晶子
(すま離宮TS・一般) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・ﾉｱBM)

長谷川 京子・鍋谷 恵美子 84 81 豊田 環・磯田 珠可子
(緑が丘TC・わくわく稲美TC) (GR8・TC三田)

水田 正名・高橋 明子 82 81 水谷 有美・久保田 志津
(一般・TC神戸) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

増田 龍子・田治見 優子 82 86 田井 佳代・西牧 佳子
(わくわく稲美TC・Sﾃﾆｽ) (ﾘﾌﾚｯｼｭ・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

櫻井 美紀・川崎 ちひろ 84 82 下村 有加・竹内 未宝
(TS-書写・ﾕﾆﾊﾞ-神戸) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・一般)

黒崎 育美・竹内 多香子 85 84 池垣 百合・谷 麻由美
(すま離宮TS) (阪急仁川TS・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

横山 文・北山 由華 82 86 徳田 聡美・蔵野 由美
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸・香枦園) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

石橋 いづみ・上田 理恵 83 84 田房 富久子・山田 綾
(ｽﾌﾟﾗｯｼｭ・ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

二神 陽子・伊藤 裕美子 97 97 小物谷 雪子・出口 良子
(TEAM MARS・すま離宮TS) (Team-F)

阪上 亜希子・小山 利枝 84 86 田中 玲子・加古 千佳
(C&D・三木ﾛｲﾔﾙTC) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

大森 悦子・鷺坂 優子 83 81 伊藤 由香・吉田 さゆり
(本山ｽﾎﾟｰﾂ・阪急仁川TS) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・TC三田)

渡部 秀子・福岡 秀実 82 85 三浦 洋子・三浦 喜久子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・香枦園) (TASU-Club・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

水鳥 美津子・福島 真智子 81 河野 准子・蓮本 真理
(ﾉｱ姫路・ﾕﾆﾊﾞ-神戸) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

川口 まゆみ・一ツ家 由紀代 82 82 上村 直子・森 サトミ
(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC・一般) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・Team E)

鳥井 はるみ・中村 雅子 81 80 福嶌 由美子・漆原 かおり
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸・すま離宮TS) (Sﾃﾆｽ・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

長谷川 寿美・中塚 麻由子 86 84 飯塚 知子・都出 淳子
(Sﾃﾆｽ・三木ﾛｲﾔﾙTC) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

仲林 尚子・星野 雅子 85 98(5) 安藤 絵美・熊本 富美子
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC) (西神NTG・三木ﾛｲﾔﾙTC)

園山 真紀・石山 智子 81 84 松山 みか・西田 亜希
(ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC) (阪急仁川TS)

平田 裕子・﨑浴 美奈子 86 83 大橋 扶企子・田中 和美
(TC三田) (TS-書写)

杉山 朱実・白瀬 千富 83 西元 祥代・牧野 由美子
(三木ﾛｲﾔﾙTC・協同学苑TS) (Runup)

山﨑 美紀・大成 由香 80 80 内野 鶴子・久保 春美
(ﾌｧﾐﾘ-TC・GR8) (ﾛﾍﾞﾘｱ・TS-書写)

（トップラン）
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2021年度　第36回コープ杯レディーステニストーナメント
3月15･16日(月・火)　吉川総合公園
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