
古瀬 瞳・北尾 広子
(GR8・一般)

64 62 鶴見 裕子・西村 美緒
(Runup・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

63 60 福永 奈美・水方 紀代
(ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園)

63 76(1） 佐々木 惠子・笹木 香織
(Team-F)

61 63 前川 美千枝・宮内 美香

(一般)

62 62

竹内 多香子・黒崎 育美
(すま離宮TS)

李 明代・福島 真智子
(GR８・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

75 62 根木 亜希・漆原 かおり

(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

61 61 山中 和子・太田 香織
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・ﾛﾍﾞﾘｱ)

76(2) 60 金 理恵・松山 みか
(TC神戸・阪急仁川TS)

62 76(7) 米田 素子・安藤 賀子
(S-SHOT・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

63 63

長安 幹子・池垣 百合
(ﾛﾍﾞﾘｱ・阪急仁川TS)

1 増本 千賀子・渡井口 靖子 (TC神戸・香枦園) 5 (S-SHOT・Runup)

2 (ﾛﾍﾞﾘｱ・阪急仁川TS) (GR8・一般)

(すま離宮TS) (GR８・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

(ｺｽﾊﾟ神崎川) 8 (ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC・一般)

☆ ポイントが同じ場合、シードの順位は抽選で決めます

2021年　第１８回 ピンクリボンレディ－ステニス大会 by Admiral　

一 般の部　決勝大会

7月20日(火)　ブルボンビ－ンズド－ム

1
増本 千賀子・渡井口 靖子 佐藤 有美・児島 希和

17
(TC神戸・香枦園)

20
(すま離宮TS・星和高原TC)

84

2 BYE BYE 18

3
佐藤 有美・児島 希和

19
(一般)

4
肥越 綾・正井 雪江

8
川口 まゆみ・一ツ家 由紀代

24
(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC・一般)

5
豊田 環・磯田 珠可子

21
(GR8・TC三田)

6
中尾 裕子・上野 明代

22
(TASU-Club・一般)

7 BYE BYE 23

9
山脇 千佳子・審 佐和子 75 63

25
(ｺｽﾊﾟ神崎川)

10 BYE BYE 26

11
白木 美佐子・今峰 春美

27
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

12
田中 美樹・宇都宮 陽子

28
(Trantotte・ﾌﾚﾝﾄﾞ)

BYE 31

13
森 サトミ・津崎 雅子

29
(Team E・一般)

14
魚澤 めぐみ・髙田 玲子

30
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

15 BYE

16
曽谷 亜由美・中澤 恵子

32
(S-SHOT・Runup)

シード選手

長安 幹子・池垣 百合
～

古瀬 瞳・北尾 広子

3～4
竹内 多香子・黒崎 育美 李 明代・福島 真智子

山脇 千佳子・審 佐和子 川口 まゆみ・一ツ家 由紀代

曽谷 亜由美・中澤 恵子



中塚 文子・加古 千佳
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

61 久保 春美・内野 鶴子
(TS-書写・ﾛﾍﾞﾘｱ)

76(2) 60 小林 晴美・松永 恵子
(香枦園)

 '76(11) 61 岩越 雅美 ・田中 正美
(ITC掖谷・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

1 田中 玲子・西澤 みゆき (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) 2 岩越 雅美 ・田中 正美 (ITC掖谷・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

☆ ポイントが同じ場合、シードの順位は抽選で決めます

笠原 好美・大森 なつよ
8

(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

シード選手

2 BYE 6

3
神山 朋子・櫻井 美紀

7
(Team E・TS-書写)

4

2021年　第１８回 ピンクリボンレディ－ステニス大会 by Admiral　

55歳以上の部　決勝大会

7月20日(火)　ブルボンビ－ンズド－ム

1
田中 玲子・西澤 みゆき 田中 玲子・西澤 みゆき

5
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

86



64 鶴見 裕子・西村 美緒
(Runup・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

65 63 佐々木 惠子・笹木 香織
(Team-F)

63 62 竹内 多香子・黒崎 育美
(すま離宮TS)

65 63 李 明代・福島 真智子
(GR８・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

62 61 山中 和子・太田 香織
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・ﾛﾍﾞﾘｱ)

62 65 米田 素子・安藤 賀子
(S-SHOT・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

中塚 文子・加古 千佳
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

61 岩越 雅美 ・田中 正美
(ITC掖谷・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

1 BAE
62

3

神山 朋子・櫻井 美紀

2
神山 朋子・櫻井 美紀

4
(Team E・TS-書写)

8 BYE BYE 16

55歳以上の部　コンソレ－ション

川口 まゆみ・一ツ家 由紀代
12

(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC・一般)

6
白木 美佐子・今峰 春美

14
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

7
魚澤 めぐみ・髙田 玲子

15
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

5
山脇 千佳子・審 佐和子

13
(ｺｽﾊﾟ神崎川)

2
肥越 綾・正井 雪江 63

10
(すま離宮TS・星和高原TC)

3
中尾 裕子・上野 明代

11
(TASU-Club・一般)

4

一 般の部　コンソレ－ション

7月20日(火)　ブルボンビ－ンズド－ム

1
増本 千賀子・渡井口 靖子

              BYE 9
(TC神戸・香枦園)

竹内 多香子・黒崎 育美


