
亀田 真由美・小林 裕子 長田・豊島 池田 麻紀・中村 智子
(三木ﾛｲﾔﾙTC) (TKC・ﾌﾘｰ)

伊藤 和子・吉田 博江 64 W.O 土岡 三智子・小島 晴美
(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81) (すずらんﾛｰﾝTC・TEAM MARS)

内野 千鶴子・諌山淑子 63 62 堀池 直子・瀧野 和代
(Y’ours Kobe 05) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

牧本 加代子・大久保 啓子 63 60 広岡 聖子・加藤 淳美
(神出わくわくTG・神出わくわくTS) (ﾉｱ姫路)

大西 みどり・城戸 美奈子 62 64 大西 弘美・西田 美佐子
(Team Lee) 62 (一般・TC三田)

東　朋子・阿部 文子 63 村脇 佳子・寺口 章子
(ﾄｯﾌﾟラン) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・神出わくわくTG)

横山 文・田中 緑 62 山中 和子・山口 仁美
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・神出わくわくTG) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

藤原 優子・梨原 美也子 63 61 樽本 民加・石川 正子
(ｱｲﾘﾊﾞｰ’84・三木ﾛｲﾔﾙ) 63 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

土井 知子・柳田 純子 60 62 川崎 由佳・川﨑 由美子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (香枦園TC)

眞田 文代・貴志 久美子 62 63 田中 三絵子・吉山 ゆうき
(香枦園TC・ﾌﾘｰ) (みのたにGITS)

片岡 典代・岡 美智代 76(6) 76(5) 丹田 良江・本井 かをり
(ITCねぶ谷・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) 76(5) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

宮本 知可子・足立 佐枝子 63 荒木 三千代・山本 絹代
(すずらんﾛｰﾝTC・TEAM　MARS) (ﾄｯﾌﾟラン・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

藤原 陽子・平田 尚美 63 田治見 優子・関口 智子
(ﾛﾍﾞﾘｱ・松田ﾃﾆｽ塾) (TC三田)

油納 直子・柴田 悦子 62 64  玉　 清美・藤井 宣子
(香枦園TC) 62 (芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ・松田テニス塾)

山本 節子・齋藤 恵美子 63 64 谷原 元子・西川 裕季子
(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81・すずらんﾛｰﾝTC) (TC神戸・MTC)

鍋山 美幸・北風 悦子 64 兼任 幸子・田中 さおり
(Ｔ．Aｓ One・ﾁｰﾑぴよぴよ) (TC三田)

村尾　都・平峰 真由美 62 64 75 大塚 初恵・横田 俊子
(甲子園TS) 63 (ﾉｱ加古川・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

三田 暢子・谷郷 美奈子 62 岩田 裕美・島﨑 悦子
(ﾉｱ姫路) (TEAM　MARS・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

福田 妙子・黒川 ひろみ 61 水倉 容子・酒井 洋子
(一般・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ・松田ﾃﾆｽ塾)

三浦 洋子・三浦 喜久子 62 61 62 乙野 愛子・島田 恵
(ﾘﾌﾚｯｼｭ・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC) (TEAM MARS・ｱｰﾊﾞﾝ六甲)

谷口 真理・大和田 朱美 64 63 開地 美香・倉地 純子
(すま離宮TC・TEAM MARS) (一般)

平岡 信代・上元 伸子 60 W.O 石橋 順子・鷹取 典子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (神戸ﾚﾃﾞｨｰｽ)

黒川 恭子・西出 しげり 61 63 高橋 みどり ・中澤 一枝
(RITS) (ｵｰﾗﾝﾄﾞＴＣ)

栗原 映子・大本 奈津美 63 63 丸岡 知也子・松尾 素子
(ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) 60 (ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81・三木ﾛｲﾔﾙTC)

富永 よし美・川本 由美子 63 瀬尾 祐子・西 清子
(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81) 川北和子　(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)
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11月1日（火）2日（水）

（決勝）

1 26
荒木・山本 

長田・豊島
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