
鷺坂 優子・大森 悦子
(阪急仁川TS)

85 橋本 尚美・小山 聖子
(川西市ﾛｰﾝTC・万博)

81 81 村上 仁美・枝川 智子
(ﾉｱ西宮・一般)

84 84 岡 美智代・桑嶋 乃梨子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・岩田特戦隊)

82 81 長南 麻衣子・田井 佳代
(一般・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

81 稲本 法子・橘高 ひとみ
(松田ﾃﾆｽ塾・一般)

80 83 青田 希望・春山 倫子
(Runup)

86 97 三木 一恵・竹内 未宝
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・一般)

84 82 松田 希・谷 麻由美
(ﾉｱ西宮)

97 85 佐野 和佳子・魚澤 めぐみ
(Runup・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

86 81 根木 亜希・岡本 晶子
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・ﾉｱBM)

82 84 藤井 いさ子・仲西 麻弥
(一般・わくわく稲美TC)

82 85 福岡 秀実・諸田 恵子
(香枦園・阪急仁川TS)

84 84 水谷 有美・久保田 志津
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

81 83 植野 啓子・池野 友美
(Sﾃﾆｽ)

82 wo 下岸 眞代・丸山 里夏
(ｶｸﾃﾙ企画・ﾋﾟｯﾌﾟ㈱)

1 畑中 美里・脇本 郁子 (一般) 5 安宅 彬子・松屋 夏佳 (多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC・一般)

2 下岸 眞代・丸山 里夏 (ｶｸﾃﾙ企画・ﾋﾟｯﾌﾟ㈱) 鷺坂 優子・大森 悦子 (阪急仁川TS)

三木 一恵・竹内 未宝 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・一般) 松田 希・谷 麻由美 (ﾉｱ西宮)

赤井 智美・三好 真依子 (一般) 8 國包 百英・田村 真理 (ｶｸﾃﾙ企画・松田ﾃﾆｽ塾)

☆ ポイントが同じ場合、シードの順位は抽選で決めました

30
RET

16
安宅 彬子・松屋 夏佳

32
(多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC・一般)

シード選手

～

3～4

14
下山 麻紀子・大土井 愛子

30
(香枦園・一般)

15
山下 圭・塩道 靖子

31
(すずらんﾛｰﾝTC・すま離宮TS)

12
佐藤 有美・児島 希和

28
(一般)

13
玉 清美・川﨑 詩乃

29
(一般・TC神戸)

10
宇都宮 陽子・田中 美樹

26
(ﾌﾚﾝﾄﾞ・一般)

11
冨山 美麗・松持 知子

27
(阪急仁川TS)

8
國包 百英・田村 真理

24
(ｶｸﾃﾙ企画・松田ﾃﾆｽ塾)

9
赤井 智美・三好 真依子

25
(一般)

6
楠 容子・有年 日登美

22
(松田ﾃﾆｽ塾・星和高原TC)

7
中野 尚代・伊藤 奈津子

23
(阪急仁川TS・住友総合GﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS)

4
伊藤 裕美子・中尾 みゆき

20
(すま離宮TS・ﾁｰﾑ丸尾)

5
藤中 裕美子・濱崎 さやか

21
(住友総合GﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS)

2 BYE 18

3
松本 明子・鶴本 恭子

19
(一般・三木ﾛｲﾔﾙTC)

80

(一般) 
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1
畑中 美里・脇本 郁子

17
(一般) 畑中 美里・脇本 郁子



コンソレーション

橋本 尚美・小山 聖子

(川西市ﾛｰﾝTC・万博)

伊藤 裕美子・中尾 みゆき 65 岡 美智代・桑嶋 乃梨子

(すま離宮TS・ﾁｰﾑ丸尾) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・岩田特戦隊)

61 63 稲本 法子・橘高 ひとみ

(松田ﾃﾆｽ塾・一般)
中野 尚代・伊藤 奈津子 61 青田 希望・春山 倫子

(阪急仁川TS・住友総合GﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS) (Runup)
赤井 智美・三好 真依子 61 62 佐野 和佳子・魚澤 めぐみ

(一般) (Runup・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)
冨山 美麗・松持 知子 64 60 藤井 いさ子・仲西 麻弥

(阪急仁川TS) (一般・わくわく稲美TC)
下山 麻紀子・大土井 愛子 61 60 水谷 有美・久保田 志津

(香枦園・一般) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)
山下 圭・塩道 靖子 60

(すずらんﾛｰﾝTC・すま離宮TS)

BYE

BYE

BYE

(一般・わくわく稲美TC)

60

8 16

6 14

7 15

4 12

5 13

2 10

3 11

2023年38回コープ杯レディーステニストーナメント

3月13日(月)・14日(火)　ブルボンビーンズドーム

1 9

優勝

藤井 いさ子・仲西 麻弥




