
決勝トーナメント

牧野 弘江・国友 美恵子 池田 花・山本 智子
(Tennis Do!) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・丹波ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ)

橋本 尚美・小山 聖子 64 曽谷 亜由美・森江 知代
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC・万博) 62 62 (S-SHOT・協同学苑TS)

稲垣 博子・鈴木 賢美 62 片山 奈恵・池垣 百合
(TC神戸・Trantotte) (一般・阪急仁川)

61 亀岡 美和 ・浅井 真貴

65 63 (ﾃﾆｽｶﾞ-ﾃﾞﾝ高槻・ｶｸﾃﾙ企画)

松尾 静枝・松尾 彬子 小泉 三奈子・鈴木 明子
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC・川西ﾛｰﾝ) (芦屋国際ﾛ-ﾝ・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

磯田 珠可子・豊田 環 62 小林 真樹子・内田 美智代
(TC三田・STEP-1) 61 63 (芦屋国際ﾛ-ﾝ・阪急仁川)

小林 桂・山本 まどか 62 桜井 りか・山口 久美子
(Trantotte・ｺｽﾊﾟ神崎川) (TASU-Club・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

難波 明美・山本 裕子 田中 美樹・小林 温子
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ) (Trantotte・甲子園TS)

山崎 育代・岡崎 睦 65 南 久美・藤井 真紀子
(松田ﾃﾆｽ塾・一般) 62 63 (一般)

井上 英美・田中 正美 62 池田 麻紀・大澤 容子
(松田ﾃﾆｽ塾・TASU-Club) (すま離宮TS・TC神戸)

西 貴子・山下 玲 62 62 正躰 八千代・河崎 純江
(三木ﾛｲﾔﾙTC・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) (TEAM MARS)

麸山 みちよ・山畑 多佳子 62 菅 裕美・北村 冨美子
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・ETA) 61 (ﾘﾌﾚｯｼｭ・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

渡辺 郷子・上林 静江 64 62 八川 三保子・野村 芳子
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC) (松田ﾃﾆｽ塾)

坂下 久美子・塩田 育恵
(TASU-Club・香枦園)

叶丸 利恵子・小野 彩子 63 南口 典子・前田 京子
(一般) 62 (隼・ﾛﾍﾞﾘｱ)

村上 宏美・小島 かおり
(ﾛﾍﾞﾘｱ・TC三田)

宗和 千代・庄 千春 62 63 岩﨑 京子・谷 麻由美
(一般) (岩田特戦隊・松田ﾃﾆｽ塾)

今峰 春美・白木 美佐子 64 五井 節子・松村 仁美
(ﾛﾍﾞﾘｱ) 64 (阪急仁川TC・ﾃﾆｽﾋﾙ仁川)

63 松永 恵子・三浦 喜久子
(香枦園・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)Ｆ Ｌ
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亀岡 美和 ・浅井 真貴
(ﾃﾆｽｶﾞ-ﾃﾞﾝ高槻・ｶｸﾃﾙ企画)

62

池田 麻紀・大澤 容子

(すま離宮TS・TC神戸)
64

今峰 春美・白木 美佐子
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

62

３位トーナメント

RESULT



NO.1

決勝トーナメント

井関 純子・渡邊 豊恵 黒崎 育美・竹内 多香子
(ﾛﾍﾞﾘｱ) (すま離宮TS)

中谷 尚美・吉井 心美 61 川端 美春・山村 納奈子
(ﾁ-ﾑ丸尾・GR8) 64 (香枦園)

力丸 庸子・福井 美紀代 65 61 井上 裕紀子・吉橋 純子
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC) (松田ﾃﾆｽ塾)

岡 智香・岡田 綾 63 山中 洋子・油野 陽子
(香枦園) 63 64 (松田ﾃﾆｽ塾・古川ﾃﾆｽ企画)

星野 雅子・三浦 洋子 64 本田 法子・松本 英子
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC・TASU-Club) (松田ﾃﾆｽ塾・相川TP)

大村 幸子・亀井 直美 61 63 東 芳子・加納 敦子
(ﾛﾍﾞﾘｱ・J.Sｸﾗﾌﾞ) (川西市ﾛ-ﾝTC)

安田 ゆり子・中村 亜貴子 62 61 福嶌 由美子・東 千賀
(NLA・阪急仁川TC) (ITCｽｶｲｺ-ﾄ・TEAM MARS)

古瀬 瞳・沢辺 悦子 60 62 60 滑川 富子・李 美奈子
(GR8・香枦園) (ﾕﾆﾊﾞ-神戸・松田ﾃﾆｽ塾)

久世 京子・湯澤 理香 62 浦 理英・苗村 智津
(ｺﾃﾂ・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ) (ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎)

黒川 恭子・川崎 由佳 63 63 上野 明代・中尾 裕子
(香枦園) (一般・TASU-club)

吉田 里美・谷井 裕子 62 65 亀谷 幸子・中井 美紀子
(ｺｽﾊﾟ神崎川・TASU-Club) (Do planning・ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎)

野村 恭子・松長 真紀 64 60 62 川﨑 詩乃・宮森 亜紀子
(TC神戸・ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎) (TC神戸・協同学苑TS)

辻野 素子・石垣 祐紀枝 63 小南 篤美・阪上 恒美
(TSH・ﾚｲﾝﾎﾞ-彩都) (ﾊﾟﾅﾁﾙﾄﾞﾚﾝ・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

長岡 智子・芝田 智美 64 63 桑嶋 乃梨子・森 梨沙
(香枦園) 62 (GR8・一般)

小島 智美・伊東 育子 64 重坂 栄里子・野村 よし子
(TASU-Club・星和高原TC) (松田ﾃﾆｽ塾・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)Ｏ CC
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滑川 富子・李 美奈子

(ﾕﾆﾊﾞ-神戸・松田ﾃﾆｽ塾)
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NO.2

３月5・6日(火・水)

小田原 はるみ・川﨑 由美子 波野 智子・田口 恵子
(阪急仁川TC・香枦園) (FAB)

桑山 博美・福岡 秀実 63 小阪 紀子・中尾 みゆき
(香枦園) 61 (ｻ-ｸﾙS・ﾁ-ﾑ丸尾)

竹安 由起子・北 美鈴 64 62 小物谷 雪子・石丸 清子
(ﾉｱ宝塚・LTC豊中) (Team-F)

安永 千晶・山脇 千佳子 64 石原 まり子・前田 由美子
(松田ﾃﾆｽ塾・ｺｽﾊﾟ神崎川) 65 61 (香枦園・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

植田 昌子・岩本 ﾕﾘ子 64 河野 節子・渡部 秀子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

佐藤 秀子・西村 美緒 65 64 浜野 有紀・小林 裕恵
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸) 64 (すま離宮TS・芦屋国際ﾛ-ﾝ)

下山 麻紀子・北山 由華 65 入 純子・吉田 昌希子
(香枦園) (ﾉｱ西宮)

木村 真弓 ・笹尾 陽子 65 62
(松田ﾃﾆｽ塾)

須貝 幸代・西村 麻祐美 65 松村 善子・松田 かつゑ
(松田ﾃﾆｽ塾) (TEAM MARS)

佐川 有紀子・鍛冶 明子 60 65 審 佐和子・松持 知子
(箕面ITC・Team-F) (松田ﾃﾆｽ塾・阪急仁川)

中野 真紀・筧中 幹代 62 60 前川 綾子・池森 直子
(香枦園・松田ﾃﾆｽ塾) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・一般)

上村 留美子・一ツ家 由紀代 65 65 63 田畑 昌子・佐野 陽子
(ﾛﾍﾞﾘｱ・一般) (香枦園・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

園山 真紀・石山 智子 62 井上 由起美・田中 有美子
(ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC) (香枦園)

田井 洋子・寺澤 陽子 63 65 中西 佳奈美・出口 良子
(ﾉｱ西宮) W.O (Team-F)

室谷 明子・松本 津代子 63 バロウ 妙子・嶋中 晴美
(Do planning) (香枦園・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ)Ｏ CC
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波野 智子・田口 恵子

(FAB)
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NO.3

３月5・6日(火・水)

薮内 博子・松岡 幸子 日尾 温子・奥野 千鶴
(TC神戸・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ) (Sﾃﾆｽ・岩田特戦隊)

野島 礼子・御幡 裕美 61 徳永 麻子・小野 益美
(井山HST・香枦園) 65 (松田ﾃﾆｽ塾・TC神戸)

永田 明美・宮崎 美智代 62 61 伊田 成美・森本 雅子
(香枦園) (香枦園)

鷹取 典子・藤沢 かおる 62 本田 まゆ・志水 雅子
(阪急仁川TC・ﾉｱ西宮) 61 63 (Team-F・万博)

奥谷 綾・海野 順子 65
(阪急仁川)

小林 佳子・仲林 尚子 65 中山 まゆみ・木俣 光代
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC)

60
(ﾉｱ西宮)

駒田 るい子・松永 きよみ
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC)

南 美雪・浅井 幸恵 60 62
(ﾘﾌﾚｯｼｭ・万博)

松村 富士子・佐々本 恵子
(松田ﾃﾆｽ塾・江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀ-)

井上 純代・金子 啓子 62 小倉 優子・永井 真弓
(松田ﾃﾆｽ塾) (TASU-Club・甲子園TC)

65 岡田 育子・堀 和子
(香枦園)

光冨 寛海・渡邉 真由美 64 61 櫟 真由美・池浦 政子
(松田ﾃﾆｽ塾・香枦園) (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・松田ﾃﾆｽ塾)

金川 久美子・安留 惠子 松村 すみ江・山﨑 春代
(TRTA・ﾉｱ西宮) (芦屋国際ﾛ-ﾝ)

山内 清美・岡田 由佳 64 嶋袋 朝子・西川 幸子
(みのたにｲﾝﾄﾞｱTS) W.O (TSH・豊中TC)

中田 真智子・久保田 美鈴 手川 美奈子・西川 名美
(ﾛﾍﾞﾘｱ) (TC三田・一般)
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中田 真智子・久保田 美鈴

(ﾛﾍﾞﾘｱ)
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