
田中 麻里・白田 篤子
(TC神戸)

83 中野 真紀・筧中 幹代
(香枦園・GR8)

82 81 辻 英子・中西 めぐみ
(松田ﾃﾆｽ塾・柴島ﾃﾆｽ)

WO 97 中井 玲子・藤原 知美
(TC神戸)

85 85 足立 圭子・河津 天峰
(Sﾃﾆｽ・ITC掖谷)

80 WO 今井 恵子・佐藤 由美子
(香枦園)

86 80 和田 美貴・森永 ふみ子
(万博TG・ﾉｱ名谷)

81 82 小林 温子・古瀬 瞳
(ﾉｱ西宮・GR8)

84 85 入 純子・吉田 昌希子
(ﾉｱ西宮)

80 82 三木 さゆり・古市 珠美
(一般)

82 98(1) 大矢根 由佳・島田 洋子
(ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝTS)

82 80 田井 洋子・今堀 サラ
(ﾉｱ西宮)

83 98(4) 藤尾 直子・和田 真理子
(阪急仁川TS・阪急仁川)

83 81 上村 享代・塩野 浩子
(ITC神戸・一般)

85 85 長谷川 寿美・中塚 麻由子
(Sﾃﾆｽ・三木ﾛｲﾔﾙTC)

81 84 出口 良子・小物谷 雪子
(Team-F)

83 84 中澤 恵子・山中 和子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

86 80 吉井 心美・長 智恵子
(一般)

86 82 中島 加奈美・白石 美代子
(Runup)

81 WO 前田 京子・西村 いずみ
(ﾛﾍﾞﾘｱ・甲子園TC)

83 83 井上 真己・杉本 祐希
(香枦園)

85 81 川合 綾・手川 美奈子
(一般・TC三田)

84 84 高瀬 祐美子・髙橋 明子
(香枦園・阪急仁川TC)

81 83 川崎 由佳・沢辺 悦子
(香枦園・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

84 85 笹尾 陽子・木村 真弓
(松田ﾃﾆｽ塾)

80 84 室谷 明子・平野 真由美
(GR8・一般)

83 86 金 理恵・前川 綾子
(TC神戸・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

85 86 中川 麻衣・小林 実穂
(香枦園・一般)

84 82 米岡 朋子・生島 恵理子
(ﾉｱ西宮)

84 WO 藤原 友鼓・岡野 愛
(TC神戸)

82 82

98(1) 大畠 正子・北尾 広子
(阪急仁川TS・一般)

2023年度　第38回コープ杯レディーステニストーナメント
3月14日(火)・15日(水)　芦屋シーサイドテニス

1
長安 幹子・片山 直子

33
(ﾛﾍﾞﾘｱ・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

4
中嶋 ゆり子・西堀 純子

36
(松田ﾃﾆｽ塾・ﾉｱ西宮)

長安 幹子・片山 直子

82

優勝

5
山中 久美子・山本 由紀子

37
(香枦園)

2 BYE 34

3
榎本 幸代・東井 真奈美

35
(香枦園)

8
酒井 真由美・山本 智恵子

40
(甲子園TC・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

9
増本 千賀子・渡井口 靖子

41
(TC神戸・香枦園)

6
小泉 三奈子・中村 智子

38
(芦屋国際ﾛｰﾝTC)

7
柿本 由美子・奈良井 典子

39
(香枦園)

12
城下 恒子・髙田 玲子

44
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

13
志賀 恒子・荒木 ひふみ

45
(阪急仁川TS・Runup)

10
皆川 千恵・細谷 静花

42
(香枦園)

11
内田 和子・福本 麻紀

43
(CIRCLE S・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

16
松山 みか・西田 亜希

48
(阪急仁川TS・ﾃﾆｽﾋﾙ仁川)

17
上野 麻紀・堤 圭香

49
(TC神戸)

14
植北 尚子・阿部 尚美

46
(松田ﾃﾆｽ塾・香枦園)

15
山口 久美子・久田 順子

47
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・香枦園)

20
安田 ゆり子・光冨 寛海

52
(ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ・松田ﾃﾆｽ塾)

21
小南 篤美・北山 由華

53
(一般・香枦園)

18
田畑 昌子・芝田 智美

50
(香枦園)

19
山口 啓子・冨田 智子

51
(松田ﾃﾆｽ塾)

24
西山 博美・湯澤 理香

56
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

25
高寺 裕子・水野 悠加

57
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・一般)

22
長岡 智子・中澤 真理

54
(香枦園・阪急仁川)

23
相澤 明美・相澤早紀

55
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ﾙｸ-ﾙTA)

28
古澤 裕子・矢田 有加

60
(芦屋ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽ・阪急仁川TS)

29
山口 恵美・森本 貴子

61
(松田ﾃﾆｽ塾・阪急仁川TS)

26
山内 清美・岡田 由佳

58
(GR8)

27
木落 民子・東辻 奈津子

59
(ﾉｱ西宮・GR8)

30
森本 雅子・永田 明美

62
(香枦園)

31
中山 里茶・石田 真美

BYE 63
(香枦園・阪急仁川TC)

32
飯田 啓子・小野 益美

64
(ｻｳｻﾘｰﾄ・TC神戸)



中野 真紀・筧中 幹代

(香枦園・GR8)

榎本 幸代・東井 真奈美 64 中井 玲子・藤原 知美

(香枦園) (TC神戸)

山中 久美子・山本 由紀子 64 63 今井 恵子・佐藤 由美子

(香枦園) (香枦園)

柿本 由美子・奈良井 典子 62 63 和田 美貴・森永 ふみ子
(香枦園) (万博TG・ﾉｱ名谷)

皆川 千恵・細谷 静花 61 63 三木 さゆり・古市 珠美
(香枦園) (一般)

城下 恒子・髙田 玲子 65 62 田井 洋子・今堀 サラ

(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (ﾉｱ西宮)

志賀 恒子・荒木 ひふみ 60 62 藤尾 直子・和田 真理子

(阪急仁川TS・Runup) (阪急仁川TS・阪急仁川)

松山 みか・西田 亜希 61 64 長谷川 寿美・中塚 麻由子

(阪急仁川TS・ﾃﾆｽﾋﾙ仁川) (Sﾃﾆｽ・三木ﾛｲﾔﾙTC)

上野 麻紀・堤 圭香 65 62 吉井 心美・長 智恵子

(TC神戸) (一般)

山口 啓子・冨田 智子 60 62 前田 京子・西村 いずみ

(松田ﾃﾆｽ塾) (ﾛﾍﾞﾘｱ・甲子園TC)

小南 篤美・北山 由華 63 62 川合 綾・手川 美奈子

(一般・香枦園) (一般・TC三田)

相澤 明美・相澤早紀 wo 62 高瀬 祐美子・髙橋 明子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ﾙｸ-ﾙTA) (香枦園・阪急仁川TC)

山内 清美・岡田 由佳 61 60 室谷 明子・平野 真由美

(GR8) (GR8・一般)

木落 民子・東辻 奈津子 65 61 中川 麻衣・小林 実穂

(ﾉｱ西宮・GR8) (香枦園・一般)

山口 恵美・森本 貴子 64 62 米岡 朋子・生島 恵理子

(松田ﾃﾆｽ塾・阪急仁川TS) (ﾉｱ西宮)

中山 里茶・石田 真美 63
(香枦園・阪急仁川TC)

2023年38回コープ杯レディーステニストーナメント

3月14日(火)・15日(水)　芦屋ｼ－ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ

コンソレーション

1 ＢＹＥ 17
中山 里茶・石田 真美

64

優勝

2 18

3 19

4 20

5 21

6 22

7 23

8 24

9 25

10 26

11 27

12 28

13 29

16 ＢＹＥ 32

14 30

15 31


