
松田 かつゑ・有年 日登美
(星和高原TC)

64 三木 さゆり・古市 珠美
64 (GR8)

63 75 﨑浴 美奈子・平田 裕子

62 (TC三田)

62 中井 美紀子・須田 知子
(GR8・ﾙｰｾﾝﾄTC豊中)

63 76 薮内 博子・河合 美樹
61 (3) (TC神戸・芦屋ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽ)

62 手川 美奈子・西川 名美
(TC三田・一般)

62 63 大山 尚美・河島 和子
(松田ﾃﾆｽ塾・AtoZ)

63 60 岡 美智代・坪倉 三恵
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

62 62 63 伊藤 裕美子・杉山 朱実
(すま離宮TS・三木ﾛｲﾔﾙTC)

63 柴田 悦子・油納 直子
(香枦園)

64 61 田井 佳代・西牧 佳子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

76 62 河内 みき・小西 真琴
(6) (GOSH・ﾉｱ深江橋)

64 63 岩崎 佳苗・青田 希望
(Runup)

64 64 辻 英子・吉井 心美
(松田ﾃﾆｽ塾・GR8)

63 63 濱田 寿代・川髙 恵子
(すま離宮TS・team よっし～☆+F906)

64 61 飯端 優子・山路 由美
62 (TC神戸)

63 浅井 幸恵・松本 順子

63 (O.T.P・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

山名 かおり・久保 千鶴
(すま離宮TS)

牧野 由美子・西元 祥代
75 (Runup)

64 植北 尚子・諸田 恵子
W.O 64 (松田ﾃﾆｽ塾・ｸﾗﾚ宝塚)

64 川﨑 詩乃・玉 清美
62 (TC神戸・一般)

W.O 博多 志津子・志賀 恒子
(阪急仁川・本山ｲﾝﾄﾞｱ)

62 62 中野 裕子・片岡 典代
64 (TC三田・ITC)

W.O 下山 麻紀子・大土井 愛子
(香枦園・一般)

75 61 石末 満里・本田 まゆ
(ｶｸﾃﾙ企画・Team-F)

60 75 小山 利枝・片山 八千子
(三木ﾛｲﾔﾙTC)

75 安藤 絵美・中尾 みゆき
62 63 (西神NTG・ﾁｰﾑ丸尾)

76 松永 きよみ・楠 容子
(2) (ｺｽﾊﾟ神崎川・松田ﾃﾆｽ塾)

62 60 田井 洋子・藤沢 かおる
(ﾉｱ西宮)

64 61 細谷 静花・井上 真己
(香枦園)

75 東野 佳名子・中西 佳奈美
63 (多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC・Team-F)

64 62 牧田 由利子・西口 恵子
(Tennis Do!)

W.O 61 西村 愛・山森 恵
(ﾉｱ西宮)

61 62 大谷 博美・塩田 人美
62 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

76 大森 悦子・鷺坂 優子

(2) (本山ｽﾎﾟｰﾂ・阪急仁川TS)

2
仲林 尚子・星野 雅子

37
(多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC)

3
谷郷 美奈子・溝口 喜代

38
(ﾉｱ姫路・ﾊﾟｲﾝTC)
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1
小物谷 雪子・出口 良子

36
(Team-F)

6
渡部 秀子・前田 由美子

41
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

7
長 智恵子・東嶋 和子

42
(一般)

4
平野 麻美子・木落 民子

39
(香枦園・ﾉｱ西宮)

5
澤田 一恵・高澤 由美子

40
(Sﾃﾆｽ)

10
木村 真弓 ・笹尾 陽子

45
(松田ﾃﾆｽ塾)

11
佐藤 夏枝・吉田 美枝

46
(ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝTS・一般)

8
山下 圭・塩道 靖子

43
(すま離宮TS)

9
水谷 有美・久保田 志津

44
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

14
藤井 いさ子・東根 明美

49
(一般・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

15
山内 清美・岡田 由佳

50
(GR8)

12
西村 麻祐美・奥田 久美子

47
(松田ﾃﾆｽ塾・Sﾃﾆｽ)

13
桂木 宏美・鷹取 典子

48
(住友総合GﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS・阪急仁川TS)

18
開地 美香・中安 明子

53
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

19
古澤 裕子・矢田 有加

54
(芦屋ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽ)

16
和田 真理子・濱本 佳子

51
(阪急仁川)

17
古川 昌世・岡本 悦子

52
(ﾉｱ西宮・ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝ)

22
安永 千晶・井上 裕紀子

57
(松田ﾃﾆｽ塾・ﾘﾌﾚｯｼｭ)

23
城戸 美奈子・佐伯 菜央

58
(すま離宮TS・ITCいぶきの森)

20
関野 映子・小島 晴美

55
(すま離宮TS・すずらんﾛｰﾝTC)

21
河奥 真奈美・小杉 朋美

56
(川西市ﾛｰﾝTC・ﾌｧﾐﾘｰTC)

26
尾﨑 久美子・筧中 幹代

61
(松田ﾃﾆｽ塾)

27
伊藤 由香・大矢根 由佳

62
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝTS)

24
髙田 玲子・魚澤 めぐみ

59
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

25
谷川 知子・古井 悦子

60
(天王山倶楽部・一般)

31
藤中 裕美子・濱崎 さやか

66
(住友総合GﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS)

28
小室 利美・古舞 直実

63
(ﾛﾍﾞﾘｱ・ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝTS)

29
西山 由紀子・石田 理恵

64
(C&D・たかしょう ５)

7575

75

谷川 知子・古井 悦子

34
園山 真紀・越智 ゆり

69
(ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC)

35
長谷川 寿美・中塚 麻由子

70
(Sﾃﾆｽ・三木ﾛｲﾔﾙTC)

32
石橋 いづみ・上田 理恵

67
(ｽﾌﾟﾗｯｼｭ・ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC)

33
西川 りか・齊藤 文子

68
(わくわく稲美TC)

30
石原 まり子・福岡 秀実

65
(香枦園)



BYE 三木 さゆり・古市 珠美
(GR8)

63 中井 美紀子・須田 知子
(GR8・ﾙｰｾﾝﾄTC豊中)

62 65 手川 美奈子・西川 名美

63 (TC三田・一般)

62 大山 尚美・河島 和子
(松田ﾃﾆｽ塾・AtoZ)

62 64 63 柴田 悦子・油納 直子
(香枦園)

64 河内 みき・小西 真琴
(GOSH・ﾉｱ深江橋)

64 64 岩崎 佳苗・青田 希望
(Runup)

63 65 飯端 優子・山路 由美
(TC神戸)

65 65 浅井 幸恵・松本 順子
(O.T.P・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

BYE 63 61 山名 かおり・久保 千鶴
(すま離宮TS)

BYE 61 牧野 由美子・西元 祥代

63 (Runup)

BYE

64 62

下山 麻紀子・大土井 愛子

60 (香枦園・一般)

64 石末 満里・本田 まゆ
(ｶｸﾃﾙ企画・Team-F)

61 松永 きよみ・楠 容子

65 65 (ｺｽﾊﾟ神崎川・松田ﾃﾆｽ塾)

63 田井 洋子・藤沢 かおる
(ﾉｱ西宮)

61 65 牧田 由利子・西口 恵子
(Tennis Do!)

64 65 西村 愛・山森 恵
(ﾉｱ西宮)

62 BYE
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ブロンズ：コンソレ－ション
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1 20

3
澤田 一恵・高澤 由美子

22
(Sﾃﾆｽ)

2
仲林 尚子・星野 雅子

21
(多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC)

5
山下 圭・塩道 靖子

24
(すま離宮TS)

6
佐藤 夏枝・吉田 美枝

25

4
長 智恵子・東嶋 和子

23
(一般)

8
山内 清美・岡田 由佳

27
(GR8)

9
古川 昌世・岡本 悦子

28

(ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝTS・一般)

7
西村 麻祐美・奥田 久美子

26
(松田ﾃﾆｽ塾・Sﾃﾆｽ)

11 30

12
河奥 真奈美・小杉 朋美

31
(川西市ﾛｰﾝTC・ﾌｧﾐﾘｰTC)

(ﾉｱ西宮・ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝ)

10 29

14
髙田 玲子・魚澤 めぐみ

33
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

13
安永 千晶・井上 裕紀子

32
(松田ﾃﾆｽ塾・ﾘﾌﾚｯｼｭ)

(C&D・たかしょう ５)

17
藤中 裕美子・濱崎 さやか

36
(住友総合GﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS)

15
尾﨑 久美子・筧中 幹代

34
(松田ﾃﾆｽ塾)

16
西山 由紀子・石田 理恵

35

19
園山 真紀・越智 ゆり

38
(ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC)

18
西川 りか・齊藤 文子

37
(わくわく稲美TC)

西川 りか・齊藤 文子

62




