
上林 幸子・本多 恵子
(星和高原TC・阪急仁川TC)

植田 アツ子・田中 康子
(松田ﾃﾆｽ塾・NLA)

松山 ふみ・三谷 美紀子
(松田ﾃﾆｽ塾・ｸﾘｽﾀﾙ)

西山 博美・常峰 日佐予
(一般・ﾃﾆｽﾋﾙ仁川)

真貝 真弓・山内 理恵子
(ｴｱﾙ・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

吉富 五十鈴・和田 紀子
(芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ・松田ﾃﾆｽ塾)

渡辺 郷子・濱田 美枝子
(川西ﾛｰﾝ・ﾀｸﾃｨｸｽ)

中塚 文子・森本 里美
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

阪下 利香子・松永 恵子
(ﾀｸﾃｨｸｽ・香枦園TS)

加藤園子・山本 裕子
(松田ﾃﾆｽ塾・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

松村 鎮子・梁 幸子
(松田ﾃﾆｽ塾・ﾛﾍﾞﾘｱ)

友廣 英子・御幡 裕美
(香枦園TC・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞ)

三浦 智子・水倉 容子
(松田ﾃﾆｽ塾・芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ)

伊藤 純子・猜山 照美
(甲子園ﾃﾆｽｽｸｰﾙ)

布袋 一美・船井 いづみ
(甲風園・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞ)

今岡 貴子・中井 百合恵
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

宇都宮 陽子・桜井 りか
(ﾌﾚﾝﾄﾞ・ﾛｲﾔﾙﾋﾙ’81TC)

中野 素子・奥野 美江
(庭球格闘一家)

福田 いづみ・西田 友美
(一般)

伊東 雅子・城之園 純子
(香枦園TC)

吉田 裕子・相良 睦子
(五月山TC・ﾌﾚﾝﾄﾞ)

三原 悦代・櫟 真由美
(芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ・松田ﾃﾆｽ塾)

松岡 左知子・塩田 育恵
(ｺﾃﾂ・香枦園)

一瀬 美由紀・藤尾 あゆみ
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・ｸﾘｽﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ)

小島 かおり・倉森 敦子
(TC三田・TEAM MARS)

具志堅 美智江・三浦 喜久子
(ﾌﾚﾝﾄﾞ・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

中山 里茶・松田 希
(ﾉｱ西宮・RITS)

向井 麻佐子・中村 和恵
(一般・松田ﾃﾆｽ塾)

藤原 陽子・平田 尚美
(ﾛﾍﾞﾘｱ・松田ﾃﾆｽ塾)

渡井口 靖子・奥本 法子
(一般・ﾉｱ西宮)

岸 志保・湯沢 理香
(ﾉｱつかしん・立花ﾗｹｯﾄｸﾗﾌﾞ)

庄 千春・宗和 千代
(阪急仁川TC)

1 川島 純子・長安 幹子 (甲風園TS・ﾛﾍﾞﾘｱ) 9 一瀬 美由紀・藤尾 あゆみ (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・ｸﾘｽﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ)
2 庄 千春・宗和 千代 (阪急仁川TC) 山中 和子・山口 仁美 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

今岡 貴子・中井 百合恵 (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ) 中塚 文子・森本 里美 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)
内野 鶴子・田中 正美 (ﾛﾍﾞﾘｱ・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) 12 四宮 美紀・村上 典子 (江坂TC)

5 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) 13 阪下 利香子・松永 恵子 (ﾀｸﾃｨｸｽ・香枦園TS)
小泉 三奈子・中村 智子 (ﾌｧﾐﾘｰTC・芦屋国際ﾛｰﾝTC) 船橋 美好子・玉田 年世 (松田ﾃﾆｽ塾)
上林 幸子・本多 恵子 (星和高原TC・阪急仁川TC) 小島 かおり・倉森 敦子 (TC三田・TEAM MARS)

8 宇都宮 陽子・桜井 りか (ﾌﾚﾝﾄﾞ・ﾛｲﾔﾙﾋﾙ’81TC) 16 村上 宏美・山崎 育代 (ﾛﾍﾞﾘｱ・松田ﾃﾆｽ塾)

32
小泉 三奈子・中村 智子

64
(ﾌｧﾐﾘｰTC・芦屋国際ﾛｰﾝTC) シ ー ド 選 手

31
岡崎　睦・山中　恵

63
(松田ﾃﾆｽ塾・一般)

～

3～4

～ ～

28
鈴木 賢美・稲垣 博子

60
(RITS・ﾃﾆｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ神戸)

27
小笹 加代見・箱崎 千鶴

59
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ﾛﾍﾞﾘｱ)

30
菅　  裕美・関本 優枝

62
(ﾘﾌﾚｯｼｭ・大阪ﾛｲﾔﾙ)

29
川﨑 由佳・川﨑 由美子

61
(香枦園TC)

24
船橋 美好子・玉田 年世

56
(松田ﾃﾆｽ塾)

23
中尾 京子・今井 美香

55
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

26
花本 真由美・正司 佳世子

58
(松田ﾃﾆｽ塾・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

25
山中 和子・山口 仁美

57
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

20
石川 由貴子・山肩 一美

52
(RITS・ﾛｲﾔﾙﾋﾙ’81TC)

19
水方 紀代・前田 京子

51
(香枦園)

22
平尾 綾子・佐藤 純子

54
(TC神戸・ﾃﾆｽﾋﾙ仁川)

21
山本 佳子・門脇 芳恵

53
(松田ﾃﾆｽ塾・香枦園)

16
北村 冨美子・河野 准子

48
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・ﾛﾍﾞﾘｱ)

15
西村 章子・李 美奈子

47
(TC神戸・松田ﾃﾆｽ塾)

18
左近 文代・池田 花

50
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

17
内野 鶴子・田中 正美

49
(ﾛﾍﾞﾘｱ・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

12
上林 静江・山﨑 光

44
(多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC)

11
明神 賀子・早野 智子

43
(甲子園ＴＣ・松田ﾃﾆｽ塾)

14
小島 淳子・河野 節子

46
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・住友ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ)

13
多田 理恵子・大澤 多美子

45
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・RITS)

8
村上 宏美・山崎 育代

40
(ﾛﾍﾞﾘｱ・松田ﾃﾆｽ塾)

7
永栄 順子・朝倉 恵美子

39
(甲子園ＴＣ・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞ)

10
依藤 玲子・荒田 真未

42
(香枦園TC)

9
四宮 美紀・村上 典子

41
(江坂TC)

4
五井 節子・木下 尚子

36
(神戸ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

3
片桐 悦子・外薗 玲子

35
(川西ﾛｰﾝ・松田ﾃﾆｽ塾)

6
井上 裕美・関 秀子

38
(香枦園TC)

5
池浦 政子・廣田 由美子

37
(松田ﾃﾆｽ塾・NLA)

34
(香枦園)

2
坂口 敦子・小林 晴美
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1
川島 純子・長安 幹子

33
(甲風園TS・ﾛﾍﾞﾘｱ) 集集集集

合合合合
時時時時
間間間間

8:45　 1～20

9:15　 21～32

12:15            33～～～～52

12:45　　　　53～～～～64


