
《S2》中央 NO.1

Ａ 8:45 1 2 3 4 成績 順位 Ｆ 10:30 20 21 22 23 成績 順位

森下 圭・平松 正子 野村 芳子・八川 三保子

(Trantotte) (松田ﾃﾆｽ塾)

三原 悦代・阪上 由美子 田上 みさを・坪倉 三恵
(松田ﾃﾆｽ塾・Do-ｐｌａｎｎｉｎｇ) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

有年 日登美・藤井 宜子 杉田 幸子・中村 久仁子

(ｵｰﾗﾝﾄﾞ・芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ) (阪急仁川・阪急仁川TC)

松村 すみ江・堀田 伊津美 櫟 真由美・水倉 容子
(芦屋国際ﾛｰﾝTC・ｱﾙﾃｨｽ) (ｻﾝﾗﾝﾄﾞ・芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ)

Ｇ 10:30 24 25 26 27 成績 順位

Ｂ 12:00 5 6 7 成績 順位 岡 美智代・片岡 典代

平田 裕子・﨑浴 美奈子 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ITC)

(TC三田) 中田 真智子・久保田 美鈴

植田 昌子・岡本 真澄 (ﾛﾍﾞﾘｱ)

(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・井山HST) 横田 俊子・柳田 純子

西原 享子・西村 麻祐美 (Runup・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

(松田ﾃﾆｽ塾) 江口 芳美・向井 啓子
(J.Sｸﾗﾌﾞ)

Ｃ 8:45 8 9 10 11 成績 順位 Ｈ 12:00 28 29 30 31 成績 順位

塩道 靖子・萩原 和子 入 純子・吉田 昌希子
(すま離宮TS) (ﾉｱ西宮)

兼任 幸子・木村 智美 前原 ひろみ・上谷 るみ

(TC三田・ITC) (ちーむとっぷがん・TC三田)

福元 こころ・吉田 里美 小田原 晴美・宿院 清美

(一般・ｺｽﾊﾟ神崎川) (阪急仁川・NLA)

五島 かずみ・細原 知美 赤松 昌子・前田 喜久子

(ﾊﾟﾅﾁﾙﾄﾞﾚﾝ) (ﾌﾚﾝﾄﾞ・OJM)

Ｄ 8:45 12 13 14 15 成績 順位 Ｉ 12:00 32 33 34 35 成績 順位

柴田 悦子・油納 直子 川端 美春・山村 納奈子

(香枦園) (香枦園)

野口 保子・大林 恭子 佐々木 惠子・笹木 香織
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ) (ﾁｰﾑF)

森脇 三穂・松持 知子 伊藤 美由紀・山下 百里

(ｻｳｻﾘ-ﾄ・阪急仁川) (阪急仁川・ｱｽﾞ)

野村 佳代子・大井 美季 一ツ家 由紀代・喜多 あゆみ

(箕面第1ｸﾞﾘｰﾝ・一般) (ｵｰﾗﾝﾄﾞ・ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝ)

Ｅ 10:30 16 17 18 19 成績 順位

池垣 百合・山中 洋子
(阪急仁川・松田ﾃﾆｽ塾)

須田 智美・田中 あゆみ

(ｻｳｻﾘ-ﾄ・Trantotte)

岡田 順子・金津 信子
(ﾃﾆｽﾋﾙ仁川)

柿木 広美・文村 昭栄
(J.Sｸﾗﾌﾞ)
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《S2》中央 NO.2

Ｊ 8:45 36 37 38 39 成績 順位 Ｎ 12:00 52 53 54 55 成績 順位

牧田 由利子・倉橋 美幸 黒川 恭子・林田 美江
(Free style・西宮TC) (香枦園・万博TG)

直田 みどり・埒 仁美 中野 裕子・田井 佳代
(TeamWeak End) (TC三田・リフレッシュ)

三浦 洋子・仲林 尚子 山下 圭・小野 修代
(TASU-club・多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ) (すま離宮TS)

野島 礼子・御幡 裕美 薦田 妙子・藤井 環
(井山HST・香枦園) (TASU-club・松田ﾃﾆｽ塾)

Ｋ 8:45 40 41 42 43 成績 順位 Ｏ 12:00 56 57 58 59 成績 順位

井上 貴子・吉橋 純子 小南 篤美・阪上 恒美
(松田ﾃﾆｽ塾) (ﾊﾟﾅﾁﾙﾄﾞﾚﾝ・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

山崎 春代・坂本 智子 米岡 朋子・内田 和子
(芦屋国際ﾛｰﾝTC・一般) (甲子園・浜甲子園)

石井 富美江・吉川 幸 山脇 千佳子・松村 富士子

(巧庭球塾) (ｺｽﾊﾟ神崎川・松田ﾃﾆｽ塾)

西森 亜希子・水木 洋子 井垣 朋子・中尾 万晶子

(ｺﾅﾐ江坂・香枦園) (ﾛﾍﾞﾘｱ)

Ｌ 10:30 44 45 46 47 成績 順位 Ｐ 13:30 60 61 62 63 成績 順位

田中 美樹・小林 温子 湯澤 理香・井上 美和
(Trantotte・甲子園TS) (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・ｺｽﾊﾟ八尾南)

渡部 秀子・河野 節子 吉田 裕子・搗本 佳子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC) (五月山TC)

中山 美香・尾﨑 久美子 服部 恭子・藤井 玲子
(火の鳥・松田ﾃﾆｽ塾) (芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ・松田ﾃﾆｽ塾)

坂口 敦子・中藤 美智代 野村 恭子・松長 真紀
(神戸ﾚﾃﾞｨ-ｽ・香枦園) (TC神戸・ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎)

Ｍ 10:30 48 49 50 51 成績 順位 Ｑ 13:30 64 65 66 67 成績 順位

横山 文・北山 由華 肥越 綾・城戸 美奈子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・香枦園) (すま離宮TS)

森田 邦江・有馬 里美 池浦 政子・船山 鯉可
(松田ﾃﾆｽ塾・TSH) (松田ﾃﾆｽ塾・ｸﾘｽﾀﾙ)

本田 まゆ・飯島 加奈子 吉田 知華子・松尾 千歳

(ﾁ-ﾑF・ｺｽﾊﾟ神崎川) (阪急仁川TC・ｻｳｻﾘ-ﾄ)

林 陽子・駒田 るい子 西村 容子・三浦 佳美
(川西ﾛｰﾝ・多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ) (芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞ)

1 森下 圭・平松 正子 (Trantotte) 9 小南 篤美・阪上 恒美 (NAMP・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

2 肥越 綾・城戸 美奈子 (すま離宮TS) 井上 貴子・吉橋 純子 (松田ﾃﾆｽ塾)

野村 芳子・八川 三保子 (松田ﾃﾆｽ塾) 入 純子・吉田 昌希子 (ﾉｱ西宮)

横山 文・北山 由華 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・香枦園) 12 柴田 悦子・油納 直子 (香枦園)

5 黒川 恭子・林田 美江 (香枦園・万博TG) 13 田中 美樹・小林 温子 (Trantotte・甲子園TS)

牧田 由利子・倉橋 美幸 (Free style・西宮TC) 湯澤 理香・井上 美和 (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・ｺｽﾊﾟ八尾南)

池垣 百合・山中 洋子 (阪急仁川・松田ﾃﾆｽ塾) 塩道 靖子・萩原 和子 (すま離宮TS)

8 川端 美春・山村 納奈子 (香枦園) 16 岡 美智代・片岡 典代 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ITC)

☆ 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】
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11月14日(火) 芦屋公園
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