
増本 千賀子・渡井口 靖子
(TC神戸・香枦園)

9:30 10:00

菅 裕美・北村 冨美子
8:30 8:30 (ﾘﾌﾚｯｼｭ・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

村上 宏美・小島 かおり
(ﾛﾍﾞﾘｱ・TC三田)

藤村 百鈴・花本 真由美
(Trantotte・松田ﾃﾆｽ塾)

9:00 10:00

松村 仁美・五井 節子
(ITC・NICC・阪急仁川TC)

太田 香織・流谷 陽子
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

9:00 10:00

小森 則子・西山 博美
(協同学苑TS・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

岡崎 睦・山崎 育代
(一般・松田ﾃﾆｽ塾)

9:00 10:00

櫻井 美紀・久保 春美
(TS-書写)

大成 由香・山﨑 美紀
(ﾌｧﾐﾘｰTC・ﾌｧﾐﾘ-TC)

9:00 10:00

森 サトミ・津崎 雅子
(Team E・一般)

柴田 悦子・油納 直子
(香枦園)

9:00 10:00

田中 美樹・小林 温子
(Trantotte・ﾉｱ西宮)

松田 希・森岡 照江
(ｺｽﾊﾟ神崎川・ﾉｱHAT神戸)

9:00 10:00

細原 知美・尊田 奈穂子
(PanaChildren・一般)

浦 理英・苗村 智津
8:30 8:30 (ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎)

阪上 恒美・小南 篤美
9:30 10:00 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・PanaChildren)

畑村 孝子・齋藤 麻衣子
(SOS)

1 江原 千晶・内田 美智代 (香枦園・阪急仁川TS) 9 岩﨑 京子・谷 麻由美 (岩田特戦隊・松田ﾃﾆｽ塾)

2 松村 仁美・五井 節子 (ITC・NICC・阪急仁川TC)

(TS-書写) 田中 美樹・小林 温子 (Trantotte・ﾉｱ西宮)

(TC神戸・阪急仁川TS) 12 中塚 文子・北浦 榮子 (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

5 (TC三田) 13 西 貴子・山下 玲 (三木ﾛｲﾔﾙTC・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

(TC神戸・香枦園) 太田 香織・流谷 陽子 (ﾛﾍﾞﾘｱ)

(ﾌｧﾐﾘｰTC・ﾌｧﾐﾘ-TC) 松田 希・森岡 照江 (ｺｽﾊﾟ神崎川・ﾉｱHAT神戸)

8 (Trantotte・ﾌﾚ-ﾑｼｮｯﾄ) 16 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・ねこまじん)
☆ ポイントが同じ場合、シードの順位は抽選で決めました

ソニ-生命カップ 第41回全国レディ-ステニス大会 兵庫県決勝大会
9月 30日(月)10月1日・３日(火・木)　吉川総合公園

1
江原 千晶・内田 美智代

33
(香枦園・阪急仁川TS)

3
山崎 ちなみ・岡 英子

35
(SOS)

4
高寺 裕子・和田 美帆子

36
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・一般)

2 BYE BYE 34

7 BYE BYE 39

8
山本 智恵子・小島 三佳

40
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・ねこまじん)

5
下村 有加・竹内 未宝

37
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・AII Free)

6 BYE BYE 38

11 BYE BYE 43

12
岩越 雅美 ・山口 仁美

44
(ITC掖谷・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

9
中塚 文子・北浦 榮子

41
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

10 BYE BYE 42

15 BYE BYE 47

16
小林 桂・橋本 真季

48
(Trantotte・ﾌﾚ-ﾑｼｮｯﾄ)

13
大橋 扶企子・水鳥 美津子

45
(TS-書写・ﾉｱ姫路)

14 BYE BYE 46

19 BYE BYE 51

20
平松 正子・森下 圭

52
(Trantotte)

17
稲垣 博子・池垣 百合

49
(TC神戸・阪急仁川TS)

18 BYE BYE 50

23 BYE BYE 55

24
西 貴子・山下 玲

56
(三木ﾛｲﾔﾙTC・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

21
小林 晴美・松永 恵子

53
(香枦園)

22 BYE BYE 54

27 BYE BYE 59

28
黒川 恭子・川崎 由佳

60
(香枦園)

25
岩﨑 京子・谷 麻由美

57
(岩田特戦隊・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

26 BYE BYE 58

31 BYE BYE 63

32
磯田 珠可子・豊田 環

64
(TC三田)

29
早野 眞代・丸山 里夏

61
(ｶｸﾃﾙ企画・ﾋﾟｯﾌﾟ㈱)

30
渡邊 豊恵・井関 純子

62
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

山本 智恵子・小島 三佳

磯田 珠可子・豊田 環

～ 増本 千賀子・渡井口 靖子 ～
大成 由香・山﨑 美紀
小林 桂・橋本 真季

【シード選手】

畑村 孝子・齋藤 麻衣子 (SOS) ～
3～4

櫻井 美紀・久保 春美
稲垣 博子・池垣 百合


