
山下 玲・西 貴子
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ石守・三木ﾛｲﾔﾙTC)

金 敬子・井上 弘子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

角谷 圭子・下村 有加
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

中西 千穂・寺口 章子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・神出わくわくTG)

伊藤 美紀・滑川 富子
(星和高原TC・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙTC)

中原 千鶴子・ 金 幸子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

松村 善子・小林 亜紀
(ｱｰﾊﾞﾝ六甲・TEAM MARS)

都出 淳子・原田 浩美
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ石守・陽菜)

河合 泉・吉田 貴子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

浅井 まり子・大橋 扶企子
(ﾉｱBM・書写TC)

久保 春美・酒井 美佳子
(書写TC・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

鯛 倫代・笹野 瑞穂
(洲本LTC)

井内 みすず・丹田 良江
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

樽本 民加・石川 正子
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

佐藤 紀子・山内 真由美
(すずらんﾛｰﾝTC)

藤岡 伊津子・福元 敦子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

梶　好江・渡邊 眞里
(香枦園TC・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

恩田 綾子・上田 初美
(神出わくわく・ｱｲﾘﾊﾞｰ’８４)

廣田 可奈・橋本 紀子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

丸岡 知也子・森本 裕子
(三木ﾛｲﾔﾙ・ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81)

片岡 典代・岡 美智代
(ITCねぶ谷・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

尾川 三栄子・石原 まり子 長谷川 京子・鍋谷 恵美子
(緑が丘TC・神出わくわくTG)

浜床 ゆみ・土井 典子
(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81)

神山 朋子・雑賀 律子
(Team E・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

池田 麻紀・中村 智子
(TKC・LET)

谷原 元子・西川 裕季子
(TC神戸・MTC)

山口 睦実・芝 真由美
(洲本LTC)

西川 香代・篠崎 真規子
(TC三田)

谷口 真理・大和田 朱美
(すま離宮TC)

岡 里子・五百蔵 登美子
(ひまわり・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

松下 佐代子・藤井 玲子
(三木ﾛｲﾔﾙ・一般)

磯奧 詞子・北野 由子
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

1 早野 知実・兼田 由賀里 (DRIVE.BB) 9 神山 朋子・雑賀 律子 (Team E・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)
2 磯奧 詞子・北野 由子 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ) 小林 実枝・森 サトミ (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・Team E)

森江 知代・北浦 榮子 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) 都出 淳子・原田 浩美 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ石守・陽菜)
藤岡 伊津子・福元 敦子 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) 12 二羽 真智子・藤本 真由美 (神出わくわく・Teamよっし～☆)

5 山口 久美子・徳田 聡美 (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC) 13 小林 裕子・松尾 素子 (三木ﾛｲﾔﾙTC)
後藤 君代・西澤 みゆき (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) 長田 賀津子・豊島 良子 (三木ﾛｲﾔﾙTC)
山下 玲・西 貴子 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ石守・三木ﾛｲﾔﾙTC) 河合 泉・吉田 貴子 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

8 梶　好江・渡邊 眞里 (香枦園TC・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ) 16 池田 麻紀・中村 智子 (TKC・LET)

～ ～

～

3～4

32
後藤 君代・西澤 みゆき

64
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) シ ー ド 選 手

31
谷川 知子・上村 直子

63
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・Team Lee)

28
黒石 智子・小川 喜代美

60
(すま離宮TC)

30
亀田 真由美・大塚 初恵

62
(三木ﾛｲﾔﾙTC・ﾉｱ加古川)

小林 裕子・松尾 素子
56

(三木ﾛｲﾔﾙTC)

29
鳥井 はるみ・山本 美佐子

61
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

27
村脇 佳子・大西 みどり

59

26
増田 龍子・畑 貴子

58
(神出わくわくTG・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ石守)

(ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC)

25
小林 実枝・森 サトミ

57
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・Team E)

23
橋本 晃子・小田 民子

55
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

24

22 54
(三木ﾛｲﾔﾙ・DRIVE.BB)

19
松田 かつゑ・小島 覧花

51
(ｱｰﾊﾞﾝ六甲・TEAM MARS)

20
三宅 朋子・大嶋 康子

52

21
西田 美佐子・加茂前 朱美

53
(TC三田・丹波ｲﾝﾄﾞｱTC)

16
山口 久美子・徳田 聡美

48
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

15
井上 昌枝・小倉 景子

47
(神出わくわくTG)

18
森 修子・末岡 景子

50
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

17
森江 知代・北浦 榮子

49
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

12
里見 早百合・三好 順子

44
(Team E)

11
奥田 久美子・山田 貴子

43
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

14
山根 富士子・吉田 博江

46
(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81)

13
平岡 信代・齋藤 宗子

45
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

8
長田 賀津子・豊島 良子

40
(三木ﾛｲﾔﾙTC)

7
土井 知子・森 百合子

39
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

10
山本 節子・齋藤 恵美子

42
(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81・すずらんﾛｰﾝTC)

9
二羽 真智子・藤本 真由美

41
(神出わくわく・Teamよっし～☆)

4
小高 絹子・吉高 圭子

36
(神出わくわくTG)

6
荒木 三千代・山本 絹代

38
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

7777月月月月4444日日日日((((月月月月))))・・・・5555日日日日((((火火火火))))　　　　三木山運動公園三木山運動公園三木山運動公園三木山運動公園

5
川本 由美子・富永 よし美

37
(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81)

3
島田 恵・乙野 愛子

35
(ｱｰﾊﾞﾝ六甲・TEAM MARS)

34

2011201120112011年年年年26262626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
早野 知実・兼田 由賀里

33
(DRIVE.BB)

2
BYE

9:15 　　3～18

9:45　　 19～34

10:15 　35～50

10:45　 1・ 51～64

集集集集
合合合合
時時時時
間間間間


