
《S1》中央 NO.1

Ａ 8:45 1 2 3 4 成績 順位 Ｆ 10:30 21 22 23 24 成績 順位

浜野 有紀・小林 裕恵 民野 久美子・東野 佳名子

(すま離宮TS・芦屋国際ﾛｰﾝTC) (巧庭球塾・多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ)

荒東 明子・安田 ゆり子 兵頭 かおり・石神 ゆかり

(NLA) (TAC桃山・ﾉｱつかしん)

中野 真紀・筧中 幹代 川﨑 由美子・眞田 文代

(香枦園・松田ﾃﾆｽ塾) (香枦園・ﾛﾍﾞﾘｱ)

黒田 喜美代・西田 雅子 四谷 美保・薮内 博子
(ﾉｱ西宮) (ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS六甲・TC神戸)

Ｂ 8:45 5 6 7 8 成績 順位 Ｇ 10:30 25 26 27 28 成績 順位

中西 佳奈美・出口 良子 鎌田 幸美・中澤 真理
(ﾁｰﾑF・松田ﾃﾆｽ塾) (阪急仁川・ﾃﾆｽﾋﾙ仁川)

宇田 記代・岡田 育子 藤本 純子・小松 智恵美

(芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ・香枦園) (香枦園)

榎谷 貴子・山際 加代子 加藤 玲子・岡崎 英子
(万博・江坂TC) (芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞ)

中井 玲子・須原 恭子 東矢 真弓・玉木 由紀
(ﾃﾆｽcom・ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS六甲) (ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS六甲・松田ﾃﾆｽ塾)

Ｃ 8:45 9 10 11 12 成績 順位 Ｈ 10:30 29 30 31 32 成績 順位

白田 篤子・野津 美智 荒谷 陽子・長島 由美
(TC神戸) (芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞ)

小林 桂子・田中 有美子 村橋 宏美・松下 恵子
(TASU-club・香枦園) (ｸﾘｽﾀﾙ・一般)

緒方 弥栄子・村尾 都 望月 美誉子・中山 尚子

(くにじまTS・松田ﾃﾆｽ塾) (ﾃﾆｽｱﾒﾆﾃｨ園田)

山本 紀子・宮脇 貴栄 山道 知代美・髙橋 和子

(一般・ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS六甲) (TASU-ｃｌub・川西ﾛｰﾝ)

Ｄ 8:45 13 14 15 16 成績 順位 Ｉ 10:30 33 34 35 36 成績 順位

甲斐 香代子・南波 真知 高松 真由美・口分田 裕子

(ﾊﾟﾅﾁﾙﾄﾞﾚﾝ) (TASU-club・ｻｰｸﾙS)

奥田 恵子・福本 麻紀 小室 恵・宮武 頼子
(川西ﾛｰﾝ・西宮TC) (巧庭球塾)

上田 奈美・安永 千晶 田中 佐祐美・石末 満里

(松田ﾃﾆｽ塾) (ｶｸﾃﾙ企画)

稲田 美由紀・山田 美佐緒 小萓 孝子・平野 麻美子

(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・香枦園) (香枦園)

Ｅ 8:45 17 18 19 20 成績 順位 Ｊ 10:30 37 38 39 40 成績 順位

佐川 美子・照屋 英子 永田 明美・宮崎 美智代
(TASU-club) (香枦園)

植田 昌子・高橋 明子 中野 尚代・博多 志津子

(TC神戸) (阪急仁川)

森 直子・大路 明子 宮村 真由美・神田 喜代子

(阪急仁川TC・阪急仁川) (多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝ)

中塚 節子・瀧山 映子 中尾 朝美・宮本 芳后
(ｸﾘｽﾀﾙ・香枦園) (ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS六甲)

第30回兵庫ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾁｬﾚﾝｼﾞﾏｯﾁ 2017秋

11月21日(火) 芦屋ｼ－ｻｲﾄﾞ
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《S1》中央 NO.2

Ｋ 12:00 41 42 43 44 成績 順位 Ｐ 13:30 61 62 63 64 成績 順位

小阪 紀子・坂根 咲央里 平峰 真由美・李 陽子
(ｻｰｸﾙS・香枦園) (松田ﾃﾆｽ塾・TASU-cｌub)

奥谷 綾・海野 順子 迫 明子・木野 裕子
(阪急仁川) (ﾃﾆｽﾋﾙ仁川・ﾁｰﾑF)

安達 典子・野村 典子 西川 名美・南 美雪
(ﾁｰﾑ丸尾・一般) (一般・ﾘﾌﾚｯｼｭ)

西川 幸子・益田 由美子 松永 順子・長岡 智子
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸) (阪急仁川・香枦園)

Ｌ 12:00 45 46 47 48 成績 順位 Ｑ 13:30 65 66 67 68 成績 順位

室谷 明子・松本 津代子 嶋中 晴美・バロウ 妙子

(OJM) (芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ・香枦園)

藤沢 かおる・鷹取 典子 楠 容子・市川 由実
(ﾉｱ西宮・阪急仁川) (松田ﾃﾆｽ塾・NLA)

重近 弥生・松田 真朱美 瀧本 友見・佐藤 奈美
(一般・香枦園) (ﾛﾍﾞﾘｱ)

井上 純代・金子 啓子 住山 智子・亀谷 幸子
(松田ﾃﾆｽ塾) (Do-planning)

Ｍ 12:00 49 50 51 52 成績 順位 Ｒ 13:30 69 70 71 72 成績 順位

河合 由理・横山 美加 三木 さゆり・古市 珠美

(松田ﾃﾆｽ塾) (住友ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ)

中安明子・鈴木 葉子 中川 友子・谷垣 擁子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・ﾚｲﾝﾎﾞｰ彩都)

田井 洋子・寺澤 陽子 中嶋 ゆり子・木落 民子

(ﾉｱ西宮) (松田ﾃﾆｽ塾・甲子園TS)

守谷 純子・東井 真奈美 松井 みどり・伊藤 有規子

(香枦園) (香枦園)

Ｎ 12:00 53 54 55 56 成績 順位 Ｓ 13:30 73 74 75 76 成績 順位

中尾 みゆき・藤澤 慶子 田畑 昌子・芝田 智美
(ﾁ-ﾑ丸尾) (香枦園)

八塚 恵子・入江 千緒 幡山 由紀子・上岡 環
(多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ・甲子園TC) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・松田ﾃﾆｽ塾)

石坂 純・服部 京子 永井 真弓・竹安 由起子

(松田ﾃﾆｽ塾) (ﾉｱ宝塚)

山中 久美子・黌農 佳永子 木村 千夏・藤原 知美
(香枦園・ｻｰｸﾙS) (GR8・TC神戸)

Ｏ 12:00 57 58 59 60 成績 順位 Ｔ 13:30 77 78 79 80 成績 順位

一瀬 恵子・高瀬 裕美子 大山 尚美・保田 広子
(一般) (松田ﾃﾆｽ塾)

藤尾 直子・松山 みか 藤田 かおり・森 美登代

(阪急仁川) (徳秀苑・永岡庭球道場)

日尾 温子・有沢 とも子 松岡 友子・船本 千津子

(Sﾃﾆｽ) (隼)

井上 裕美・関 秀子 山本 由紀子・藤田 和子

(香枦園) (香枦園・ｻｳｻﾘ-ﾄ)

11月21日（火）芦屋シーサイド
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《S1》中央 NO.3

Ｕ 12:00 81 82 83 84 成績 順位 Ｗ 12:00 89 90 91 92 成績 順位

東山 志保・竹谷 浩美 中川 美津子・尾崎 康子

(香枦園・ﾛﾍﾞﾘｱ) (一般・香枦園)

西脇 幸子・安留 惠子 山崎 美保・中本 恵子
(一般・ﾉｱ西宮) (女部会・ﾁ-ﾑF)

猪熊 陽子・鳥取 浩子 仁井田 恵都子・本田 法子

(一般) (Do-planning・松田ﾃﾆｽ塾)

大内 博美・松岡 幸子 佐藤 瑞穂・竹村 悦子
(芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞ) (阪急仁川TC・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

Ｖ 12:00 85 86 87 88 成績 順位

後藤 久美子・林 純子
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

富田 聖代・高島 久美子

(ｻｰｸﾙS・一般)

伊田 成美・森本 雅子
(香枦園)

玉田 靖子・西田 亜希
(ﾙｰｾﾝﾄ豊中・阪急仁川)

Ｘ 13:30 93 94 95 96 成績 順位

川崎 るみ子・貴志 久美子

(TRTA・ﾛﾍﾞﾘｱ)

高見 潤子・鑑継 佐和実

(松田ﾃﾆｽ塾)

新谷 さゆり・今井 恵子

(香枦園)

安達 裕子・沢辺 悦子
(TC神戸)

Ｙ 13:30 97 98 99 100 成績 順位 Ｚ 13:30 101 102 103 104 成績 順位

山中 麗香・永井 里美 川﨑 詩乃・宮森 亜紀子

(松田ﾃﾆｽ塾・ｱｸﾄｽ尼崎) (TC神戸・協同学苑)

米川 玲子・美馬 美樹 村上 雅子・松本 順子
(香枦園・TRTA) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

佐藤 由美子・橋口 千鶴 井上 由起美・八島 幸子
(阪急仁川TC・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC) (香枦園)

佐川 有紀子・鍛冶 明子 中井 美紀子・木村 真弓 

(箕面ITC・ﾁｰﾑF) (松田ﾃﾆｽ塾)
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