
決勝トーナメント

牧野 弘江・国友 美恵子 古出 直子・大畠 正子
(Tennis Do) (J-J-JACKS・阪急仁川TC)

福永 奈美・水方 紀代 63 齋藤 多真紀・山本 智子
(ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園) 64 62 (J-J-JACKS・丹波ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ)

大成 由香・津崎 雅子 64 西 貴子・山下 玲
(天王山倶楽部・ﾛﾍﾞﾘｱ) (三木ﾛｲﾔﾙ・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

63 61 真貝 真弓・竹本 真由香
(TG高槻・一般)

山本 覚子・小泉 三奈子 62 小森 則子・佃 佳子
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・芦屋国際ﾛｰﾝTC) (協同学苑・一般)

山本 智恵子・小島 三佳 63 64 長安 幹子・片山 直子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・すま離宮TS) (ﾛﾍﾞﾘｱ・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

２位トーナメント

松山 ふみ・酒井 真由美 田中 正美・小野 益美
(甲子園TC) (TASU-club・TC神戸)

坂下 久美子・塩田 育恵 64 曽谷 亜由美・川崎 ちひろ
(TASU-ｃｌub・香枦園) 62 61 (S-SHOT・ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

南 久美・叶丸 利恵子 61 麸山 みちよ・阿部 善子
(一般) (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

63 63 岩﨑 京子・片山 久香
(岩田特戦隊・松田ﾃﾆｽ塾)

庄 千春・宗和 千代 65 北尾 広子・牛嶋 美子
(一般) (一般・ﾛﾍﾞﾘｱ)

左近 文代・三浦 喜久子 63 64 山口 久美子・桜井 りか
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・TASU-club)

3位トーナメント

池田 麻紀・大澤 容子 松永 恵子・山本 裕子
(すま離宮TS・TC神戸) (香枦園・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

山本 美奈子・岡本 晶子 64 流谷 陽子・池垣 百合
(ﾉｱB.M) 62 62 (ﾛﾍﾞﾘｱ・阪急仁川)

徳田 聡美・千々岩 知未
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・ﾛﾍﾞﾘｱ)

61 62 村上 宏美・小島 かおり
(ﾛﾍﾞﾘｱ・TC三田)

山崎 育代・岡崎 睦 63 山中 和子・北村 冨美子
(松田ﾃﾆｽ塾・一般) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

中塚 文子・外薗 玲子 63 64 野口 親子・内野 鶴子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ﾘﾌﾚｯｼｭ) (多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ・ﾛﾍﾞﾘｱ)

流谷 陽子・池垣 百合

(ﾛﾍﾞﾘｱ・阪急仁川)

62

真貝 真弓・竹本 真由香

(TG高槻・一般)

62

松山 ふみ・酒井 真由美

(甲子園TC)
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NO.1

決勝トーナメント

３月６・７日(火・水)

小林 めぐみ・鈴木 尚子 星野 雅子・三浦 洋子
(ｺｽﾊﾟ神崎川・ｺﾅﾐ江坂) (多田ハイグリーン・ﾘﾌﾚｯｼｭ)

井上 英美・新堂 さゆり 62 石原 まり子・武田 智香
(松田ﾃﾆｽ塾) (香枦園・TASU-club)

滑川 富子・李 美奈子 61 玉 清美・森 幸江
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・松田ﾃﾆｽ塾) (芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ・美原の森TG)

中谷 尚美・吉井 心美 64 森本 陽子・松村 明子
(チーム丸尾・GR8) 61 60 (BEBE・一般)

吉田 博江・芝田 智美 63 竹内 多香子・黒崎 育美
(香枦園) (すま離宮TS)

井上 貴子・小島 智美 61 61 坂口 敦子・小阪 紀子
(松田ﾃﾆｽ塾・TASU-club) 62 (神戸ﾚﾃﾞｨ-ｽ・ﾉｱHAT神戸)

米岡 朋子・内田 和子 60 重坂 栄里子・野村 よし子
(甲子園・サークルＳ) (松田ﾃﾆｽ塾・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

八川 三保子・野村 芳子 63 63 江原 千晶・内田 美智代
(松田ﾃﾆｽ塾) (一般・阪急仁川)

渡邊 豊恵・井関 純子 62 櫟 真由美・湯澤 理香
(ﾛﾍﾞﾘｱ) (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

田中 佐祐美・石末 満里 61 63 浜野 有紀・小林 裕恵
(ｶｸﾃﾙ企画) (すま離宮TS・芦屋国際ﾛｰﾝTC)

竹安 由起子・北 美鈴 65 李 陽子・平峰 真由美
(ﾉｱ宝塚・ﾙｰｾﾝﾄ豊中) 61 (O.T.P・松田ﾃﾆｽ塾)

大澤 多美子・五井 節子 65 川﨑 詩乃・宮森 亜紀子
(Trantotte・阪急仁川TS) (TC神戸・協同学苑)

山村 納奈子・川端 美春 61 岡 智香・岡田 綾
(香枦園) (香枦園)

井上 由起美・田中 有美子 61 松持 知子・審 佐和子
(香枦園) (阪急仁川・松田ﾃﾆｽ塾)
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NO.2

３月６・７日(火・水)

山内 清美・岡田 由佳 上村 留美子・遠藤 比富美
(ITCｽｶｲｺ-ﾄ・城山公園TS) (ﾛﾍﾞﾘｱ・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

松永 きよみ・河野 節子 64 安達 裕子・沢辺 悦子
(多田ハイグリーン・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

60 (TC神戸)

駒田 るい子・野口 保子 60 小倉 優子・永井 真弓
(多田ハイグリーン・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC) (TASU-club・ﾉｱ宝塚)

木村 真弓 ・笹尾 陽子 65 牧田 由利子・倉橋 美幸
(松田ﾃﾆｽ塾) 65 60 (Free style・西宮TC)

植田 昌子・西原 享子 61 大村 幸子・亀井 直美
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・松田ﾃﾆｽ塾) (ﾛﾍﾞﾘｱ・ＪＳクラブ)

山﨑 光・鐘ヶ江 千文 62 65 中川 美津子・村上 雅子
(多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ) 63 (一般・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

古瀬 瞳・長井 真澄 65 徳永 麻子・吉富 五十鈴
(GR8) (芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ)

吉田 裕子・相良 睦子 65 64 藤田 るみ・松浦 恭子
(五月山・ﾌﾚﾝﾄﾞ) (芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ)

山道 知代美・髙橋 和子
(TASU-ｃｌub・川西ﾛｰﾝ) 64

平石 あつ子・中塚 麻由子 61 62 冨山 美麗・黒塚 道子
(三木ﾛｲﾔﾙ) (阪急仁川・一般)

萩原 和子・賀集 彰子 63 桑嶋 乃梨子・森 梨沙
(すま離宮TS) 62 (GR8・一般)

薦田 妙子・藤井 環 63 佐伯 菜央・城戸 美奈子
(TASU-club・松田ﾃﾆｽ塾) (垂水ｸﾞﾘｰﾝ・すま離宮TS)

仲林 尚子・小林 桂子 65 65 小南 篤美・阪上 恒美
(多田ハイグリーン) 62

(パナチルドレン・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

安永 千晶・吉橋 純子 61 太田 香織・藤田 直子
(松田ﾃﾆｽ塾) (ﾛﾍﾞﾘｱ)
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２位トーナメント
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NO.3

３月６・７日(火・水)

河崎 千景・山田 真理子 南 美雪・浅井 幸恵
(ﾛﾍﾞﾘｱ) 64 (ﾘﾌﾚｯｼｭ・ﾙ･ｸ-ﾙTA)

東山 志保・竹谷 浩美 63 佐藤 瑞穂・瀬藤 清香
(香枦園・ﾛﾍﾞﾘｱ) (宝塚パブリックローンＴＣ・阪急仁川)

上岡 環・金子 啓子 62 松村 富士子・佐々本 恵子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・松田ﾃﾆｽ塾) 61 65 (松田ﾃﾆｽ塾・江坂TC)

中尾 みゆき・藤澤 慶子 62 森本 雅子・伊田 成美
(ﾁ-ﾑ丸尾) (香枦園)

小田原 晴美・長岡 智子 63 62 松田 真朱美・山本 よしこ

(阪急仁川・香枦園) 62 (香枦園)

大橋 由加里・下山 麻紀子 65 谷河 聖子・神田 喜代子
(香枦園・TC神戸) (多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝ)

（永田）・尾崎 康子 65 63 西川 名美・手川 美奈子
(ＮＡＭＰ潮芦屋ミズノ・香枦園) (一般・TC三田)

堀井佳子・本田 法子
(ｺｽﾊﾟ神崎川・松田ﾃﾆｽ塾) 60

北山 由華・八島 幸子 65 63 福嶌 由美子・中田 真智子

(香枦園) (TEAM MARS・ﾛﾍﾞﾘｱ)

川崎 由佳・黒川 恭子 63 川﨑 由美子・小松 智恵美

(香枦園) 62 W.O (香枦園)

中山 まゆみ・藤沢 かおる 64 室谷 明子・（門脇）
(ﾉｱ西宮) (OJM)

村尾 都・亀谷 幸子 65 60 岡田 育子・瀧山 映子
(松田ﾃﾆｽ塾・Do-planning) (香枦園)

田治見 優子・武村 真由美 65
(TC三田・一般)
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３位トーナメント
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