
内田 美智代・江原 千晶
(阪急仁川TS・住友総合GﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS)

9:30 10:30

山中 和子・田中 彩

8:30 9:30 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・GR8)

水鳥 美津子・大橋 扶企子
(TS-書写)

山村 納奈子・川端 美春

8:30 (香枦園)

9:30 10:30

福永 奈美・水方 紀代
(ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園)

金 理恵・川本 尚子
(TC神戸・一般)

8:30 10:30

大森 なつよ・笠原 好美
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

渡部 裕子・宮路 知子

8:30 9:30 (C&D・一般)

岩越 雅美 ・塩田 育恵

9:30 10:30 (ITC掖谷・香枦園)

齋藤 多真紀・矢木 菜都子
(PanaChildren)

竹内 多香子・黒崎 育美
(すま離宮TS)

9:30 10:30

小林 晴美・松永 恵子

8:30 9:30 (香枦園)

漆原 かおり・川崎 ちひろ
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

小島 かおり・村上 宏美
(TC三田・ﾛﾍﾞﾘｱ)

8:30 10:30

川口 まゆみ・一ツ家 由紀代
(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC・一般)

豊田 環・磯田 珠可子
(GR8・TC三田)

8:30 10:30

神山 朋子・櫻井 美紀
(TS-書写)

奥野 千鶴・日尾 温子

8:30 10:30 (Sﾃﾆｽ)

西 貴子・山下 玲

9:30 11:30 (三木ﾛｲﾔﾙTC・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

増本 千賀子・渡井口 靖子
(TC神戸・香枦園)

1 脇本 郁子・畑中 美里 (一般) 9 重坂 栄里子・野村 よし子 (松田ﾃﾆｽ塾・ﾌｧﾐﾘｰTC)

2 増本 千賀子・渡井口 靖子 (TC神戸・香枦園) 福永 奈美・水方 紀代 (ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園)

齋藤 多真紀・矢木 菜都子 (PanaChildren) 川口 まゆみ・一ツ家 由紀代 (ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC・一般)

岩﨑 京子・三木 一恵 (岩田特戦隊・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) 12 田中 美樹・宇都宮 陽子 (Trantotte・ﾌﾚﾝﾄﾞ)

5 山本 美奈子・安達 裕子 (ﾉｱBM・神戸ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝTC) 13 古瀬 瞳・北尾 広子 (GR8・一般)

内田 美智代・江原 千晶 (阪急仁川TS・住友総合GﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS) 金 理恵・川本 尚子 (TC神戸・一般)

竹内 多香子・黒崎 育美 (すま離宮TS) 豊田 環・磯田 珠可子 (GR8・TC三田)

8 中澤 恵子・曽谷 亜由美 (Runup・S-SHOT) 16 小物谷 雪子・出口 良子 (Team-F)

☆ ポイントが同じ場合、シードの順位は抽選で決めました

【シード選手】

～
3～4

～ ～

BYE

BYE

BYE

BYE

BYE

31 63

32 山本 美奈子・安達 裕子 64
(ﾉｱBM・神戸ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝTC)

BYE BYE

29 小林 温子・田中 久美 61
(ﾉｱ西宮・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

30 八川 三保子・野村 芳子 62
(O.J.M・一般)

27 59

28 難波 明美・佐藤 秀子 60
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

BYE BYE

25 重坂 栄里子・野村 よし子 57
(松田ﾃﾆｽ塾・ﾌｧﾐﾘｰTC)

26 58BYE BYE

23 55

24 古瀬 瞳・北尾 広子 56
(GR8・一般)

BYE BYE

21 山名 かおり・久保 千鶴 53
(すま離宮TS)

22 54BYE BYE

19 橋本 尚美・小山 聖子 51
(川西市ﾛｰﾝTC・万博)

20 小野 益美・古庄 信子 52
(TC神戸・一般)

17 岩﨑 京子・三木 一恵 49
(岩田特戦隊・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

18 50BYE BYE

15 47

16 中澤 恵子・曽谷 亜由美 48
(Runup・S-SHOT)

BYE

13 米田 素子・安藤 賀子 45
(S-SHOT・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

14 入 純子・吉田 昌希子 46
(ﾉｱ西宮)

11 43

12 高寺 裕子・武田 祐季 44
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・岩田特戦隊)

BYE

9 田中 美樹・宇都宮 陽子 41
(Trantotte・ﾌﾚﾝﾄﾞ)

10 42BYE

7 39

8 小物谷 雪子・出口 良子 40
(Team-F)

BYE

5 西山 博美・湯澤 理香 37
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

6 小西 真琴・河内 みき 38
(ﾉｱ深江橋・GOSH)

BYE

4 内田 和子・福本 麻紀 36
(CIRCLE S・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

2 34BYE

ソニ-生命カップ 第43回全国レディ-ステニス大会 兵庫県決勝大会

9月 27・28・30日(月・火・木)10月1日(金)　吉川総合公園

1
脇本 郁子・畑中 美里

33
(一般)

3 森 サトミ・津崎 雅子 35
(Team E・一般)


