
山本 智子・植野 恵美
(丹波ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ・Team　Lee)

81 山本 ひろみ(中村)・伊東 育子
(みのたにグリーン)

82 81 松本 奈緒美・鈴木 葉子
(TC三田)

82 98(5) 宇山 由美・酒井 淑子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・星和高原TC)

80 82 北陸 淑子・  榊　淳子
(TC三田・ﾛﾍﾞﾘｱ)

85 82 山﨑 光・油野 陽子
(多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC・松田ﾃﾆｽ塾)

84 82 名賀 由美子・継山 敏子
(すずらんﾛｰﾝTC・TEAM MARS)

84 84 笠原 好美・大森 なつよ
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

86 86 森川 恵子・田中 博子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

84 82 安藤 賀子・平石 美和
(ねこまじん・ﾃﾝ.ｲﾝﾄﾞｱｰﾌｨｰﾙﾄﾞ)

84 82 宮川 京子・橋本 和加子
(TC神戸・ﾌﾘｰ)

84 85 田中 三絵子・吉山 ゆうき
(みのたにグリーン)

86 86 土岡 三智子・小島 晴美
(TEAM MARS・すずらんﾛｰﾝTC)

86 86 谷原 元子・西川 裕季子
(TC神戸・MTC)

82 83 BYE

藤岡 伊津子・小笹 加代見
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

箱崎 千鶴・千田 祐子
(ﾛﾍﾞﾘｱ・team よっし～☆)

85 84 83 渡部 秀子・谷河 聖子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・川西北TC)

82 98(4) 中塚 文子・村上 有子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・TC.三田)

98(4) 82 島田 恵・乙野 愛子
(ｱｰﾊﾞﾝ六甲・TEAM　MARS)

97 81 川勝 光美・山﨑 育代
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ﾛﾍﾞﾘｱ)

86 83 黒沢 雅子・佐藤 礼子
(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81・松が丘)

86 84 小島 かおり・倉森 敦子
(TC三田・TEAM MARS)

85 84 西澤 美幸・後藤 君代
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

84 82 日野 智子・柴田 道子
(高丘TC・ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC)

81 98(2) 山本 佳代子・宮崎 香代子
(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81)

84 83 庄 千春・宗和 千代
(阪急仁川TC.)

84 81 磯田 珠可子・黒川 千寿子
(TC三田・TEAM　MARS)

86 84 中根 直美・梶川 眞理子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

84 83 今井 美香・中尾 京子
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

82 82 BYE

田上 加奈子・藤原 美恵
(ｸﾘｽﾀﾙ・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

1 今岡 貴子・川島 純子 (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・甲風園TS) 9 笠原 好美・大森 なつよ (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)
2 田上 加奈子・藤原 美恵 (ｸﾘｽﾀﾙ・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) 金山 佳枝・原田 佳江 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・T.C.三田)

小泉 三奈子・永田 晴美 (ﾌｧﾐﾘｰTC・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ) 西澤 美幸・後藤 君代 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)
藤岡 伊津子・小笹 加代見(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) 12 奥村 仁子・難波 明美 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

5 吉田 尚子・清水 まり子 (魚崎浜TS・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ) 13 豊田 環・石坂 千春 (T.C.三田・三木ﾛｲﾔﾙ)
阪下 利香子・田中 正美 (ﾀｸﾃｨｸｽ・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) 森川 恵子・田中 博子 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)
箱崎 千鶴・千田 祐子 (ﾛﾍﾞﾘｱ・team よっし～☆) 日野 智子・柴田 道子 (高丘T.C・ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝT.C)

8 山本 智子・植野 恵美 (丹波ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ・Team　Lee) 16 北村 冨美子・河野 准子 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・ﾛﾍﾞﾘｱ)

3～4

寺田 勢津子・田中 知子

32
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～

(ｱｰﾊﾞﾝ六甲・TEAM　MARS)

熊谷 節代・安田 淳子

(阪急仁川・甲子園)

30

5

6

～～

(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・ﾛﾍﾞﾘｱ)

北村 冨美子・河野 准子

(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81)

川本 由美子・富永 よし美

(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

奥村 仁子・難波 明美

(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

29

(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

西村 美緒・大屋 優子

(TC三田)

兼任 幸子・田中 さおり

62

64

柳田 純子・寺尾 清美

61

6331

(魚崎浜TS・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

吉田 尚子・清水 まり子

BYE

シ ー ド 選 手

35

47

36

45

46

37

38

39

40

48

41

42

43

44

7

8

15

16

9

10

11

12

13

14

17 49

18 50
BYE

(ﾌｧﾐﾘｰTC・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

小泉 三奈子・永田 晴美

19 51

20 52

(TC.三田・TEAM　MARS)

前川 知子・二神 陽子

21 53

22 54
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

田口 裕子・中村 規子

23 55

24 56

向井 麻佐子・川崎 展代

59

28 60

25 57

26 58

27

中村 景子　・山下 ﾐﾕｷ

(TC三田・TEAM　MARS)

西山 益美・高見 日登美

2010201020102010年年年年25252525回回回回コープコープコープコープ杯杯杯杯レディーステニストーナメントレディーステニストーナメントレディーステニストーナメントレディーステニストーナメント

1

2

3

4

33

34

(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・甲風園TS)

今岡 貴子・川島 純子

(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・松田ﾃﾆｽ塾)

小林 実枝・花本 真由美

(TEAM　MARS・TC三田)

岩越 雅美　・松村 善子

(TC三田・ｱｰﾊﾞﾝ六甲)

平野 有子・北川 葉子

(ﾛﾍﾞﾘｱ・ATC)

片山 久香・田口 恵子

(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81)

森本 裕子・佐脇 和子

(酒井ﾃﾆｽ企画・阪急仁川)

桑田 真智子・小野 益美

(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・TC.三田)

金山 佳枝・原田 佳江

(TC三田・三木ﾛｲﾔﾙ)

豊田 環・石坂 千春

(ﾌﾘｰ・TEAM　MARS)

(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・松田ﾃﾆｽ塾)

阪下 利香子・田中 正美

山本 覚子・原田 美里

(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

松本 順子・山名 冨貴子

(ﾀｸﾃｨｸｽ・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

84

優勝

BYE

(ﾌﾘｰ・三木ﾛｲﾔﾙ)

藤井 玲子・松下 佐代子 (TC三田・ﾛﾍﾞﾘｱ)

北陸 淑子・  榊　淳子
BYE

(すずらんﾛｰﾝTC・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)


