
松持 知子・佐々木 惠子
(阪急仁川TS・Team-F)

福嶌 由美子・武村 真由美
60 75 (Sﾃﾆｽ)

60 76 岡 智香・岡田 綾
(3) (香枦園)

64 63 渡部 裕子・宮路 知子
(C&D・一般)

61 62 菊池 奈緒美・荒木 三千代

63 76 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

(4) 小野 悦子・中川 知恵子
(J.Sｸﾗﾌﾞ)

64 沢辺 悦子・中尾 裕子
63 75 (GR8・TASU-Club)

61 西田 亜希・前川 綾子
(阪急仁川TS・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

61 62 田中 礼子・坂根 咲央里
(CIRCLE S・香枦園)

63 62 光冨 寛海・松山 みか
(松田ﾃﾆｽ塾・阪急仁川TS)

62 61 喜多 あゆみ・田治見 優子
(ｵｰﾗﾝﾄﾞTC・Sﾃﾆｽ)

75 60 古庄 信子・安田 ゆり子
(一般・ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ)

63 62 漆原 かおり・古瀬 瞳
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・GR8)

64

審 佐和子・山脇 千佳子
(ｺｽﾊﾟ神崎川)

61 W.O 小林 温子・田中 久美
(ﾉｱ西宮・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

64 田中 美樹・宇都宮 陽子
63 60 (Trantotte・ﾌﾚﾝﾄﾞ)

63 森江 知代・津崎 雅子
(協同学苑TS・一般)

62 61 矢木 菜都子・齋藤 多真紀
62 (PanaChildren)

75 76 松田 希・池垣 百合

(7) (ｺｽﾊﾟ神崎川・阪急仁川TS)

川口 まゆみ・一ツ家 由紀代
63 (ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC・一般)

61 76 小島 智美・伊東 育子
(4) (TASU-Club・星和高原TC)

75 61 76 今峰 春美・白木 美佐子
(9) (ﾛﾍﾞﾘｱ)

64 福島 真智子・水鳥 美津子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・TS-書写)

76 61 松尾 彬子・岩﨑 京子

(3) 62 (多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC・岩田特戦隊)

2
根木 亜希・岡本 晶子

16
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・ﾉｱBM)

3
湯澤 理香・清水 可奈子

17
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・ﾌﾚﾝﾄﾞ)
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シルバ－

1
鶴本 恭子・松本 明子

15
(西神NTG)

61

武田 祐季・香川 悦子

6
川端 美春・山村 納奈子

20
(香枦園)

7
入 純子・吉田 昌希子

21
(ﾉｱ西宮)

4
石田 真美・中山 里茶

18
(阪急仁川TC・香枦園)

5
武田 祐季・香川 悦子

19
(岩田特戦隊・J-J-JACKS)

10
井関 純子・渡邊 豊恵

24
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

11
薦田 妙子・阪上 由美子

25
(TASU-Club・Do planning)

8
山中 洋子・油野 陽子

22
(一般・ﾉｱ西宮)

9
山田 綾・相澤 明美

23
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・すま離宮TS)

14
奥野 千鶴・日尾 温子
(Sﾃﾆｽ)

ゴ－ルド

1
畑中 美里・脇本 郁子

12
村上 雅子・加茂前 朱美

26
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・丹波ｲﾝﾄﾞｱTC)

13
小野 益美・飯田 啓子

27
(TC神戸・ｻｳｻﾘｰﾄ)

12 RET

三木 一恵・鈴木 生

3
植野 啓子・池野 友美

15
(Sﾃﾆｽ)

4
小森 則子・北浦 榮子

16
(協同学苑TS・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

13
(一般)

2
八川 三保子・野村 芳子

14
(O.J.M・一般)

7
三木 一恵・鈴木 生

19
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

8
黒崎 育美・竹内 多香子

20
(すま離宮TS)

5
森下 圭・平松 正子

17
(Trantotte)

6
李 明代・中澤 恵子

18
(GR8・Runup)

11
磯田 珠可子・豊田 環

23
(TC三田・GR8)

12
安達 裕子・山本 美奈子
(神戸ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝTC・ﾉｱBM)

9
神山 朋子・曽谷 亜由美

21
(TS-書写・S-SHOT)

10
福永 奈美・水方 紀代

22
(ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園)



松持 知子・佐々木 惠子
(阪急仁川TS・Team-F)

65 64 福嶌 由美子・武村 真由美
(Sﾃﾆｽ)

60 64 渡部 裕子・宮路 知子
(C&D・一般)

62 64 小野 悦子・中川 知恵子
(J.Sｸﾗﾌﾞ)

60 64 西田 亜希・前川 綾子
(阪急仁川TS・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

65 63 田中 礼子・坂根 咲央里
(CIRCLE S・香枦園)

63 64 喜多 あゆみ・田治見 優子
(ｵｰﾗﾝﾄﾞTC・Sﾃﾆｽ)

65 62 漆原 かおり・古瀬 瞳
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・GR8)

小林 温子・田中 久美
(ﾉｱ西宮・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

田中 美樹・宇都宮 陽子

64 63 (Trantotte・ﾌﾚﾝﾄﾞ)

62 65

小島 智美・伊東 育子
(TASU-Club・星和高原TC)

福島 真智子・水鳥 美津子

60 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・TS-書写)

65

2 10

3 11

2021 第12回 兵庫レディ-ステニスト-ナメント

 ブルボンビ－ンズド－ム

シルバ－：コンソレ－ション

10月20日(水) 

1 9
64

福嶌 由美子・武村 真由美

6 14

7 15

4 12

5 13

1 BYE 8

2 9

8 16

ゴ－ルド：コンソレ－ション

10月20日(水) 

5 BYE 12

6 13

3 BYE 10

4 BYE BYE 11

7 BYE

8 BYE

入 純子・吉田 昌希子
(ﾉｱ西宮)

山中 洋子・油野 陽子

鶴本 恭子・松本 明子
(西神NTG)

森下 圭・平松 正子
(Trantotte)

(Sﾃﾆｽ)

八川 三保子・野村 芳子
(O.J.M・一般)

磯田 珠可子・豊田 環
(TC三田・GR8)

湯澤 理香・清水 可奈子
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・ﾌﾚﾝﾄﾞ)

石田 真美・中山 里茶
(阪急仁川TC・香枦園)

14

村上 雅子・加茂前 朱美
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・丹波ｲﾝﾄﾞｱTC)

奥野 千鶴・日尾 温子

(一般・ﾉｱ西宮)

山田 綾・相澤 明美
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・すま離宮TS)

黒崎 育美・竹内 多香子
(すま離宮TS)

61

磯田 珠可子・豊田 環




