
牧野 弘江・花本 真由美
(Tennis Do・松田ﾃﾆｽ塾)

81 81 古瀬 瞳・長井 真澄
(GR8)

84 84 岡 智香・岡田 綾
(香枦園)

97 83 白髪 博子・岡田 文芽
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・松田ﾃﾆｽ塾)

84 85 藤田 直子・太田 香織
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

86 84 浅井 敦子・藤原 早苗
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

83 86 肥越 綾・城戸 美奈子
(すま離宮TS)

85 83 大屋 恵美・津崎 雅子
(ﾌﾘ-・ﾛﾍﾞﾘｱ)

85 82 池田 麻紀・大澤 容子
(すま離宮TS・TC神戸)

80 81 米岡 朋子・内田 和子
(ﾉｱ西宮・浜甲子園)

80 80 中村 和惠・須貝 幸代
(松田ﾃﾆｽ塾)

98(4) 86 藤田 るみ・岡村 紀子
(芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ・TC神戸)

73RET 82 上村 留美子・遠藤 比富美
(ﾛﾍﾞﾘｱ・ユニバー神戸)

82 81 小林 晴美・松永 恵子
(香枦園)

86 81 河野 智恵美・相良 睦子
(OJM・ﾌﾚﾝﾄﾞ)

86 80 長安 幹子・鈴木 明子
(ﾛﾍﾞﾘｱ・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

81 左近 文代・酒井 美佳子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

84 83 新堂 さゆり・井上 裕紀子
(松田ﾃﾆｽ塾)

84 97 伊藤 美紀・富永 よし美
(ｱｲﾘﾊﾞ-'84)

80 82 瀧山 映子・山本 よしこ
(香枦園)

84 85 松岡 左知子・植田 アツ子
(ｺﾃﾂ・松田ﾃﾆｽ塾)

84 86 坂口 敦子・坪田 純子
(神戸ﾚﾃﾞｨ-ｽ・芦屋国際ﾛｰﾝTC)

84 82 田畑 昌子・寺田 勢津子
(香枦園・TC神戸)

81 81 本田 晃子・柳沢 由紀
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・ﾌﾘ-)

84 83 李 美奈子・荒山 智子
(松田ﾃﾆｽ塾・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

80 85 鍛冶 明子 ・中西 佳奈美
(ﾁｰﾑF)

80 98(2) 今井 美香・田中 玲子
(ﾛﾍﾞﾘｱ・すま離宮TC)

85 86 岡 美智代・片岡 典代
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ﾃﾆｽﾋﾙ仁川)

84 小野 益美・山崎 育代
(TC神戸・松田ﾃﾆｽ塾)

82 80 福岡 秀実・御幡 裕美
(香枦園・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞ)

83 81 若林 幸子・河崎 千景
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

宗和 千代・庄 千春 83 80 藤尾 あゆみ・小泉 三奈子
(ｸﾘｽﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・芦屋国際ﾛｰﾝTC)

83

井上 紫乃・真貝 真弓

98(4)

32 64
(ﾌﾘ-・ﾌﾘｰ)

30
細見 美幸・吉田 直子

62
(ﾌﾘ-・阪急仁川TC)

31
横山 美加・河合 由理

63
(松田ﾃﾆｽ塾)

28
梶田 洋美・吉富 五十鈴

60
(芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞ・松田ﾃﾆｽ塾)

29
井上 紫乃・真貝 真弓

61
(ﾛｲﾔﾙｶﾞ-ﾃﾞﾝTC・TG高槻)

26
阪下 利香子・田中 正美

58
(SITC・TASU-club)

27
長岡 智子・田中 有美子

59
(香枦園)

24
五井 節子・油野 陽子

56
(阪急仁川TS・古川ﾃﾆｽ企画)

25
畑中 美里・脇本 郁子

57
(ﾌﾘ-・J-J-JACKS)

22
坂下 久美子・塩田 育恵

54
(TASU-ｃｌub・香枦園)

23
東山 志保・岡田 育子

55
(香枦園)

20
中山 里茶・石田 真美

52
(香枦園・阪急仁川TC)

21
山本 裕子・阿部 善子

53
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

18
前田 京子・水方 紀代

50
(ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園)

19
河野 節子・植田 昌子

51
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

16
滑川 富子・森本 里美

48
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

17
中井 百合恵・片山 直子 98(2)

49
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

14
石原 まり子・前田 由美子

46
(香枦園・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

15
下山 麻紀子・吉國 圭子

47
(TC神戸・ﾈｵ摂津)

12
野村 恭子・松長 真紀

44
(ﾈｵ摂津・ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎)

13
福永 奈美・石阪 千春

45
(ﾛﾍﾞﾘｱ・ﾌﾘｰ)

10
増本 千賀子・渡井口 靖子

42
(TC神戸・香枦園)

11
有吉 登志子・三好 知子

43
(ﾌﾘ-・宝塚ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

8
木下 尚子・飯田 啓子

40
(御影TA・ｻｳｻﾘ-ﾄ)

9
川勝 光美・流谷 陽子

41
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

6
小阪 紀子・重近 弥生

38
(ﾉｱHAT神戸・ｶｸﾃﾙ企画)

7
黒川 恭子・川崎 由佳

39
(香枦園)

東口 晴子・中原 千鶴子
36

(TEAM MARS・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

5
松田 真朱美・口分田 裕子

37
(香枦園・ﾌﾘ-)

2
倉地 純子・開地 美香

34
(TC.EGG)

3
上林 静江・渡辺 郷子

35
(多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ)

4

2016年31回コープ杯レディーステニストーナメント
7月 5日(火)･6日(水)　芦屋シーサイドテニス

1
玉田 年世・船橋 美好子

33
(松田ﾃﾆｽ塾)



倉地 純子・開地 美香 肥越 綾・城戸 美奈子
(TC.EGG) (すま離宮TS)

川勝 光美・流谷 陽子 60 63 河野 智恵美・相良 睦子
(ﾛﾍﾞﾘｱ) (OJM・ﾌﾚﾝﾄﾞ)
石原 まり子・前田 由美子 61 65 白髪 博子・岡田 文芽
(香枦園・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC) (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・松田ﾃﾆｽ塾)
河野 節子・植田 昌子 64 65 古瀬 瞳・長井 真澄
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC) (GR8)

下山 麻紀子・吉國 圭子 62 64 瀧山 映子・山本 よしこ
(TC神戸・ﾈｵ摂津) (香枦園)
小阪 紀子・重近 弥生 60 60 新堂 さゆり・井上 裕紀子
(ﾉｱHAT神戸・ｶｸﾃﾙ企画) (松田ﾃﾆｽ塾)
黒川 恭子・川崎 由佳 62 64 藤田 るみ・岡村 紀子
(香枦園) (芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ・TC神戸)
前田 京子・水方 紀代 65 W.O 上村 留美子・遠藤 比富美
(ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園) (ﾛﾍﾞﾘｱ・ユニバー神戸)
東口 晴子・中原 千鶴子 64 63 米岡 朋子・内田 和子
(TEAM MARS・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (ﾉｱ西宮・浜甲子園)
阪下 利香子・田中 正美 63 62 田畑 昌子・寺田 勢津子
(SITC・TASU-club) (香枦園・TC神戸)
野村 恭子・松長 真紀 60 63 浅井 敦子・藤原 早苗
(ﾈｵ摂津・ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)
東山 志保・岡田 育子 62 63 福岡 秀実・御幡 裕美
(香枦園) (香枦園・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞ)
細見 美幸・吉田 直子 65 65 若林 幸子・河崎 千景
(ﾌﾘ-・阪急仁川TC) (ﾛﾍﾞﾘｱ)
坂下 久美子・塩田 育恵 61 62 鍛冶 明子 ・中西 佳奈美
(TASU-ｃｌub・香枦園) (ﾁｰﾑF)
横山 美加・河合 由理 60 64 松岡 左知子・植田 アツ子
(松田ﾃﾆｽ塾) (ｺﾃﾂ・松田ﾃﾆｽ塾)
長岡 智子・田中 有美子 63 65 今井 美香・田中 玲子
(香枦園) (ﾛﾍﾞﾘｱ・すま離宮TC)

15 31

16 32

63

阪下 利香子・田中 正美

12 28

13 29

14 30

9 25

10 26

11 27

6 22

7 23

8 24

3 19

4 20

5 21
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コンソレーション

1 17

2 18



吉田 尚子・小林 桂
(Trantotte・TC神戸)

83 W.O 小林 美智子・大成 由香
(天王山倶楽部)

86 86 鐘ヶ江 千文・山﨑 光
(多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ)

83 86 佐野 陽子・三浦 喜久子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・香枦園)

86 84 渡部 裕子・阪上 亜希子
(C&D)

86 85

村上 宏美・小島 かおり
(ﾛﾍﾞﾘｱ・TC三田)

81 85 田上 加奈子・森江 知代
(ｸﾘｽﾀﾙ・協同学苑)

82 81 河野 准子・外薗 玲子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・ﾘﾌﾚｯｼｭ)

83 84 伊東 育子・松下 佐代子
(星和高原TC・三木ﾛｲﾔﾙ)

83 81 岩越 雅美 ・中野 裕子
(ﾌﾘｰ・TC三田)

86 98(5) 池浦 政子・松村 善子
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・TEAM MARS)

82 80

齋藤 多真紀・矢木 菜都子
(J-J-JACKS)

98(5) 81 山本 覚子・古出 直子
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・J-J-JACKS)

84 85 名賀 由美子・継山 敏子
(すずらんﾛｰﾝTC・TEAM MARS)

80 86 柴田 悦子・油納 直子
(ﾌﾘ-・香枦園)

86 81 佐藤 紀子・山内 真由美
(すずらんﾛｰﾝTC)

86 81 阿部 江美・千々岩 知未
(ｸﾗﾚｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ宝塚・ﾛﾍﾞﾘｱ)

83 82

小島 三佳・千田 祐子
(すま離宮TS・神出竹取TC)

85 83 松田 希・森岡 照江
(ｺｽﾊﾟ神崎川・ﾉｱHAT神戸)

83 82 重坂 栄里子・野村 よし子
(松田ﾃﾆｽ塾・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

84 84 﨑浴 美奈子・平田 裕子
(TC三田)

85 83 中川 美津子・鑑継 佐和実
(松田ﾃﾆｽ塾)

83 86 魚澤 めぐみ・新谷 弘子
(TEAM MARS)

82 81

山口 久美子・山本 智恵子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

齋藤 多真紀・矢木 菜都子

81

32
野口 親子・内野 鶴子

64
(多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ・ﾛﾍﾞﾘｱ)

30
伊藤 眞由美・井内 みすず

62
(すずらんﾛｰﾝTC・TEAM MARS)

31 BYE BYE 63

28
中嶋 育子・湯澤 理香

60
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

29
橋本 尚美・福井 美紀代

61
(多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ)

26 BYE BYE 58

27
松永 きよみ・星野 雅子

59
(川西北TC)

24
福村 里紗・竹内 由紀

56
(ﾌﾘ-・TC神戸)

25
宇都宮 陽子・桜井 りか

57
(ﾌﾚﾝﾄﾞ・TASU-club)

22
乙野 愛子・小林 亜紀

54
(TEAM MARS・すずらんﾛｰﾝTC)

23 BYE BYE 55

20
奥田 久美子・正井 雪江

52
(すずらんﾛｰﾝTC・すま離宮TS)

21
北山 由華・長目 さつき

53
(香枦園)

18 BYE BYE 50

19
今峰 春美・白木 美佐子

51
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

16
鈴木 賢美・稲垣 博子

48
(Trantotte・TC神戸)

17
田中 藤美・奥村 仁子

49
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

14
伊本 みゆき・梶原 まゆみ

46
(すずらんﾛｰﾝTC・TEAM MARS)

15 BYE BYE 47

12
森川 順子・尾﨑 久美子

44
(松田ﾃﾆｽ塾)

13
手川 美奈子・山道 知代美

45
(TC三田・TASU-ｃｌub)

10 BYE BYE 42

11
平石 あつ子・中塚 麻由子

43
(三木ﾛｲﾔﾙ)

8
西村 章子・片山 久香

40
(松田ﾃﾆｽ塾)

9
磯田 珠可子・豊田 環

41
(TC三田・STEP-1)

6
三浦 智子・加納 敦子

38
(ﾌﾚﾝﾄﾞ・川西ﾛｰﾝ)

7 BYE BYE 39

4
山中 和子・山口 仁美

36
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

5
西山 博美・麸山 みちよ

37
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

2 BYE BYE 34

3
正躰 八千代・松田 かつゑ

35
(TEAM MARS)

2016年31回コープ杯レディーステニストーナメント
７月 5日(火)・6日(水)　アーバン六甲テニスクラブ

1
四宮 美紀・池田 花

33
(宝塚TC・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)



奥田 久美子・正井 雪江 佐野 陽子・三浦 喜久子
(すずらんﾛｰﾝTC・すま離宮TS) (宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC・香枦園)

64 61

森川 順子・尾﨑 久美子 鐘ヶ江 千文・山﨑 光

(松田ﾃﾆｽ塾) (多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝ)

伊藤 眞由美・井内 みすず 62 62 伊東 育子・松下 佐代子

(すずらんﾛｰﾝTC・TEAM MARS) (星和高原TC・三木ﾛｲﾔﾙ)

63 61

松永 きよみ・星野 雅子 佐藤 紀子・山内 真由美

(川西北TC) (すずらんﾛｰﾝTC)

正躰 八千代・松田 かつゑ 64 W.O 﨑浴 美奈子・平田 裕子

(TEAM MARS) (TC三田)

60 64

三浦 智子・加納 敦子 池浦 政子・松村 善子

(ﾌﾚﾝﾄﾞ・川西ﾛｰﾝ) (ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・TEAM MARS)

手川 美奈子・山道 知代美 64 64 中川 美津子・鑑継 佐和実
(TC三田・TASU-ｃｌub) (松田ﾃﾆｽ塾)

乙野 愛子・小林 亜紀 63
(TEAM MARS・すずらんﾛｰﾝTC)

61 61

西村 章子・片山 久香 名賀 由美子・継山 敏子

(松田ﾃﾆｽ塾) (すずらんﾛｰﾝTC・TEAM MARS)
16 32

西村 章子・片山 久香

61

13 29

14 BYE 30

15 BYE BYE 31

11 BYE BYE 27

12 28

9 25

10 BYE BYE 26

7 BYE BYE 23

8 24

5 21

6 BYE BYE 22

3 BYE BYE 19

4 20

2016年31回コープ杯レディーステニストーナメント

７月 5日(火)・6日(水)　アーバン六甲テニスクラブ

コンソレーション
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2 BYE BYE 18



北村 冨美子・徳田 聡美
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

81 85 井上 弘子・横田 俊子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

83 86 島田 恵・加茂前 朱美
(TEAM MARS・丹波ｲﾝﾄﾞｱTC)

83 80 丹田 良江・中西 千穂
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

82 81 都出 淳子・桜井 美紀
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・ﾌﾘ-)

98(3) 85 二羽 真智子・宮脇 みどり
(わくわく稲美TC・香寺TC)

83 98(5) 森 サトミ・安藤 賀子
(Team E・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

小林 裕子・長田 賀津子 83 W.O 小林 明子・横田 昌代
(Trantotte・緑ヶ丘TC) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

83 84 斎藤 麻衣子・澁谷 恵子
(KST・S-SHOT)

98(5) 42RET 武村 真由美・田治見 優子
(ATC・TC三田)

80 84 村脇 佳子・大西 みどり
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ﾛｲﾔﾙﾋﾙTS)

RET 81 山下 幸美・北村 ひろみ
(ﾃﾝｲﾝﾄﾞｱ・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

w.o 97 金 敬子・梶川 眞理子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

80 86

神山 朋子・久保 春美
(Team E・書写TC)

81 81 西 貴子・山下 玲
(三木ﾛｲﾔﾙ・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

81 80 日尾 温子・有沢 とも子
(城山公園TS)

85 85 金 幸子・甘粕 るみ子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

84 82 西川 りか・齊藤 文子
(わくわく稲美TC・ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81)

中安明子・鈴木 葉子 81 85 鳥井 はるみ・橋本 晃子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

80 82 植野 啓子・池野 友美
(すま離宮TS・Df)

81 86 長谷川 京子・鍋谷 恵美子
(緑ケ丘TC・わくわく稲美TC)

82 河崎 純江・倉森 敦子
(TEAM MARS)

83 82 山田 由美子・荒木 三千代
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

82 85 菊繁 由加利・川髙 恵子
(わくわく稲美TC・teamよっし～☆)

85 83 市川 真衣子・中澤 恵子
(ﾉｱ加古川)

RET 80 山下 ミユキ・横山 文
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

84 w.o 井上 昌枝・小倉 景子
(神出竹取TC)

86 80

山本 智子・末岡 景子

(丹波ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ・Y’ours Kobe 05)

福永 睦・塩見 香

31 BYE BYE 63

32
田口 恵子・波野 智子

64
(ﾌｧﾋﾞﾗｽ)

29
田中 久美・吉山 智子

61
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・COSANA)

30
大屋 優子・西川 幸子

62
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

27
五百蔵 登美子・東根 明美

59
(ﾌﾘ-・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

28
鈴木 昌美・吉田 聖子

60
(わくわく稲美TC)

25
大塚 初恵・岩﨑 京子

57
(ﾉｱ加古川・岩田特戦隊)

26
南 美雪・西川 名美

58
(ﾘﾌﾚｯｼｭ・ﾌﾘ-)

23
増田 龍子・柴田 道子

55
(わくわく稲美TC・天王山倶楽部)

24
下村 有加・北野 由子

56
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・Y’ours Kobe 05)

21
菊池 奈緒美・相澤 明美

53
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・ﾛｲﾔﾙﾋﾙ’81TC)

22 54
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

19
福島 真智子・坂本 美恵

51
(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC・ｔeamよっし～☆)

20
黒川 ひろみ・吉田 博美

52
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

17
後藤 君代・西澤 みゆき

49
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

18 BYE BYE 50

15 BYE BYE 47

16
福永 睦・塩見 香

48
(ecole-f)

13
根木 亜季・田房 富久子

45
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・ﾌﾘｰ)

14
広岡 聖子・谷郷 美奈子

46
(書写TC・ﾉｱ姫路)

11
大橋 扶企子・朝倉 多恵子

43
(書写TS・ﾉｱ姫路)

12
若林 理香・大原 芳子

44
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

9 41

10
竹内 浩美・三田 暢子

42
(書写TC)

7
坂本 和美・藤本 真由美

39
(わくわく稲美TC)

8
米田 素子・漆原 かおり

40
(S-SHOT・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

5
前畑 洋子・糟谷 由子

37
(書写TC)

6
曽谷 亜由美・谷川 知子

38
(ﾌﾘ-・天王山倶楽部)

3
松波 江寸子・上村 美智子

35
(TC三田)

4
山﨑 裕子・中村 雅子

83 36
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・すま離宮TS)

2 BYE BYE 34

2016年31回コープ杯レディーステニストーナメント
7月 5日(火)･6日(水)　三木山総合公園

1
三木 一恵・鈴木 生

33
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)



松波 江寸子・上村 美智子 井上 弘子・横田 俊子
(TC三田) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

前畑 洋子・糟谷 由子 RET 64 丹田 良江・中西 千穂
(書写TC) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

坂本 和美・藤本 真由美 60 RET 二羽真智子・宮脇みどり
(わくわく稲美TC) (わくわく稲美TC・香寺TC)

竹内 浩美・三田 暢子 65 65 小林 明子・横田 昌代
(書写TC) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

若林 理香・大原 芳子 65 63 武村真由美・田治見優子
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸) (ATC・TC三田)

64 62

広岡 聖子・谷郷 美奈子 山下 幸美・北村 ひろみ
(書写TC・ﾉｱ姫路) (ﾃﾝｲﾝﾄﾞｱ・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

福島 真智子・坂本 美恵 63 62 日尾 温子・有沢 とも子
(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC・ｔeamよっし～☆) (城山公園TS)

中安明子・鈴木 葉子 61 62 鳥井 はるみ・橋本 晃子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

増田 龍子・柴田 道子 61 61 植野 啓子・池野 友美
(わくわく稲美TC・天王山倶楽部) (すま離宮TS・Df)

南 美雪・西川 名美 64 64 山田由美子・荒木三千代
(ﾘﾌﾚｯｼｭ・ﾌﾘ-) (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

鈴木 昌美・吉田 聖子 62 65 菊繁 由加利・川髙 恵子
(わくわく稲美TC) (わくわく稲美TC・teamよっし～☆)

62 63

大屋 優子・西川 幸子 井上 昌枝・小倉 景子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (神出竹取TC)

BYE

増田 龍子・柴田 道子

63 BYE

BYE

BYE

16 32

14 30

15 31BYE

12 28

13 29

10 26

11 27

BYE

8 24

9 25

6 22

7 23BYE

4 20

5 21

3 19

BYE

2016年31回コープ杯レディーステニストーナメント

7月 5日(火）・6日(水)　三木山運動公園

コンソレーション
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