
金 理恵・川本 尚子
(TC神戸)

ｗｏ 85 三木 さゆり・古市 珠美
(GR8)

83 81 湯澤 理香・清水 可奈子
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・ﾌﾚﾝﾄﾞ)

85 97 中島 加奈美・白石 美代子
(Runup)

83 81 坂本 彩・三根 千尋
(GR8)

84 81 山内 清美・岡田 由佳
(GR8)

83 ｗｏ 古澤 裕子・矢田 有加
(芦屋ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽ)

81 83 川崎 由佳・松永 恵子
(香枦園)

85 81 延永 奈央・力武 愛
(TC神戸・Sﾃﾆｽ)

82 86 若山 久珠子・山本 恵美
(香枦園・大阪天王寺TC)

ｗｏ ｗｏ 鈴木 賢美・稲垣 博子
(Trantotte・TC神戸)

86 83 東井 真奈美・岡崎 英子
(香枦園・芦屋ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽ)

84 86 奥田 久美子・寺田 勢津子
(TC神戸)

98(2) 82

83 田中 正美・花本 真由美
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・松田ﾃﾆｽ塾)

81 98(2) 田中 美樹・宇都宮 陽子
(Trantotte・ﾌﾚﾝﾄﾞ)

82 波多野 英里香・森田 美樹
(TASU-club・一般)

80 82 田畑 昌子・芝田 智美
(GR8・香枦園)

81 84 尾﨑 久美子・楠 容子
(松田ﾃﾆｽ塾)

80 84 東辻 奈津子・木落 民子
(GR8・ﾉｱ西宮)

85 86 東山 志保・多田 明子
(香枦園・阪急仁川)

85 82 松山 みか・西田 亜希
(阪急仁川TS・ﾃﾆｽﾋﾙ仁川)

wo 84 宮内 美香・小林 真樹子
(一般・芦屋国際ﾛｰﾝTC)

80 82 内田 和子・福本 麻紀
(CIRCLE S・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

83 81 岡野 愛・藤原 友鼓
(TC神戸)

80 98(0) 今井 恵子・佐藤 由美子
(香枦園)

83 86 中野 真紀・筧中 幹代
(香枦園・松田ﾃﾆｽ塾)

84 80 辻 英子・吉井 心美
(松田ﾃﾆｽ塾・GR8)

85 97 髙田 玲子・魚澤 めぐみ
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

81 83

82 柳沢 由紀・長安 幹子
(PanaChildren・ﾛﾍﾞﾘｱ)

優勝

真貝 真弓・井上 紫乃

83

32
生島 恵理子・米岡 朋子

64
(ﾉｱ西宮)

30
鍛治 明子 ・中西 佳奈美

62
(Team-F)

31
守谷 純子・奥野 智子

BYE 63
(阪急仁川TS・阪急仁川)

28
山口 啓子・望月 美誉子

60
(松田ﾃﾆｽ塾・ﾃﾆｽｱﾒﾆﾃｨ園田)

29
平野 麻美子・渡邉 真由美

61
(香枦園)

26
石神 ゆかり・兵頭 かおり

58
(Do planning・大阪天王寺)

27
黌農 佳永子・木原 紀子

59
(CIRCLE S・一般)

24
森本 里美・麸山 みちよ

56
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

25
大畠 正子・北尾 広子

57
(阪急仁川TS・一般)

22
小林 純子・平峰 真由美

54
(松田ﾃﾆｽ塾)

23
田井 洋子・地田 陽子

55
(ﾉｱ西宮・一般)

20
上野 麻紀・堤 圭香

52
(TC神戸)

21
濱本 佳子・和田 真理子

53
(阪急仁川)

18 BYE 50

19
新谷 さゆり・森本 雅子

51
(香枦園)

16
沢辺 悦子・審 佐和子

48
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・ｺｽﾊﾟ神崎川)

17
真貝 真弓・井上 紫乃

49
(TG高槻・ﾛｲﾔﾙｶﾞｰﾃﾞﾝTC)

14
室谷 明子・平野 真由美

46
(O.J.M・一般)

15
柿本 由美子・奈良井 典子

BYE 47
(香枦園・江坂TC)

12
山内 共世・山口 恵美

44
(TC神戸・松田ﾃﾆｽ塾)

13
細谷 静花・皆川 千恵

45
(香枦園)

10
滑川 富子・李 美奈子

42
(すずらんﾛｰﾝTC・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

11
宮本 芳后・高瀬 祐美子

43
(六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞTS・香枦園)

8
植北 尚子・大山 尚美

40
(松田ﾃﾆｽ塾)

9
白田 篤子・田中 麻里

41
(TC神戸)

6
稲本 法子・橘高 ひとみ

38
(松田ﾃﾆｽ塾・一般)

7
入 純子・吉田 昌希子

39
(ﾉｱ西宮)

5
赤井 智美・三好 真依子

37
(一般)

2 BYE BYE 34

3
下山 麻紀子・植田 昌子

35
(香枦園・TC神戸)
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1
増本 千賀子・渡井口 靖子

33
(TC神戸・香枦園)

4
中井 玲子・藤原 知美

36
(TC神戸)



下山 麻紀子・植田 昌子 wo 三木 さゆり・古市 珠美
(香枦園・TC神戸) (GR8)

稲本 法子・橘高 ひとみ 62 64 中島 加奈美・白石 美代子
(松田ﾃﾆｽ塾・一般) (Runup)

植北 尚子・大山 尚美 62 62 山内 清美・岡田 由佳
(松田ﾃﾆｽ塾) (GR8)

滑川 富子・李 美奈子 62 64 延永 奈央・力武 愛
(すずらんﾛｰﾝTC・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ) (TC神戸・Sﾃﾆｽ)

宮本 芳后・高瀬 祐美子 65 62 若山 久珠子・山本 恵美
(六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞTS・香枦園) (香枦園・大阪天王寺TC)

室谷 明子・平野 真由美 62 64 奥田 久美子・寺田 勢津子
(O.J.M・一般) (TC神戸)

柿本 由美子・奈良井 典子 62
(香枦園・江坂TC)

63 61 田中 美樹・宇都宮 陽子
(Trantotte・ﾌﾚﾝﾄﾞ)

新谷 さゆり・森本 雅子 62 尾﨑 久美子・楠 容子
(香枦園) (松田ﾃﾆｽ塾)

濱本 佳子・和田 真理子 61 64 東山 志保・多田 明子
(阪急仁川) (香枦園・阪急仁川)

田井 洋子・地田 陽子 64 60 宮内 美香・小林 真樹子
(ﾉｱ西宮・一般) (一般・芦屋国際ﾛｰﾝTC)

石神 ゆかり・兵頭 かおり 65 62 岡野 愛・藤原 友鼓
(Do planning・大阪天王寺) (TC神戸)

山口 啓子・望月 美誉子 63 64 中野 真紀・筧中 幹代
(松田ﾃﾆｽ塾・ﾃﾆｽｱﾒﾆﾃｨ園田) (香枦園・松田ﾃﾆｽ塾)

鍛治 明子 ・中西 佳奈美 65 65 辻 英子・吉井 心美
(Team-F) (松田ﾃﾆｽ塾・GR8)

守谷 純子・奥野 智子 64
(阪急仁川TS・阪急仁川)

16 BYE 32

優勝

61

14 30

15 31

12 28

13 29

10 26

11 27

8 BYE 24

9 BYE 25

6

7 23

4 20

5 21

2 18

3 19

2022年 第37回コープ杯レディーステニストーナメント

3月15日(火) 16日(水)　芦屋シーサイドテニス

コンソレーション

1 BYE BYE 17
宮内 美香・小林 真樹子

22


