2015年第6回兵庫レディースＢＣ級テニス大会
11月4日（水）5日（木）

NO.1
（決勝）

相澤 明美・寺内 美和
75
相澤 明美・寺内 美和

菊池 奈緒美・米田 素子

喜多 あゆみ・中野 裕子
1 (ｵ-ﾗﾝﾄﾞ・TC三田)

吉田 昌希子・入 純子
(ﾉｱ西宮)

西川 名美・南 美雪
2 (ﾌﾘ-・ﾘﾌﾚｯｼｭ)
井上 瑞希・李 明代
3 (城山公園TS)

長井 真澄・古瀬 瞳
64

相澤 明美・寺内 美和

63

永田明美・宮崎美智代

76(4)

(香枦園・魚崎浜TS)

64

大矢根 由佳・古舞 直実

64

(ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝ)

小川 喜代美・黒石 智子
6 (すま離宮TS)

64

山名 かおり・萩原 和子

63

(すま離宮TS)

奥田 久美子・田中 美樹
7 (すずらんﾛ-ﾝTC・香枦園)

64

山田 美佐緒・東山 志保

64

(香枦園)

丸尾 伊津子・齋藤 恵美子
8 (すずらんﾛ-ﾝTC・TEAM MARS)

76(6)

村松 美代子・尾崎 左知子

60

(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

川髙 恵子・菊繁 由加利
9 (teamよっし～☆・稲美わくわく)

60

63

川本 由美子・菊谷 ルミ子
(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81)

75

中野 陽子・丹田 良江
10 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

藤井 宜子・有年 日登美
62

徳山 宏子・酒井 洋子
11 (すま離宮TS)

(芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ・ｵｰﾗﾝﾄﾞ)

WO

木村 智美・久保田 美鈴
(ITC・ﾛﾍﾞﾘｱ)

76(5)
64

小林 裕恵・浜野 有紀

64

(芦屋国際ﾛｰﾝTC・すま離宮TS)

萩原 美津子・西村 麻祐美
13 (阪急仁川TS・松田ﾃﾆｽ塾)

64

遠藤 比富美・堀池 直子

63

(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

大島 有香・釘宮 里美
14 (城山公園TS)

63

松田 圭子・中末 則子

63

(TEAM MARS・すずらんﾛ-ﾝTC)

吉川 美貴・溝口 喜代
15 (ﾊﾟｲﾝTC)

63

酒井 朝子・大本 奈津美

64

(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

宿院 清美・瀧本 浩代
16 (NLA・ﾌﾘｰ)

WO

山道 知代美・手川 美奈子

64

(つむつむ・TC三田)

相澤 明美・寺内 美和
17 (ﾛｲﾔﾙﾋﾙ’81TS・甲子園TS)

片山 尚代・山岡 敦子
19 (ﾛｲﾔﾙﾋﾙ’81TS・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

山本 栄子・阪上 恒美
(阪急仁川TC・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛｰﾝTC)

63

開地 美香・倉地 純子
5 (TC.EGG)

中安明子・鈴木 葉子
18 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

63

62

井関 純子・牛嶋 美子
4 (ﾛﾍﾞﾘｱ)

荻野 千津子・久保 晴美
12 (香枦園・ｺｽﾊﾟ神崎川)

(ﾃﾆｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ神戸)

61

63

安 淑子・西川 幸子

64

(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

60

62
61

75

溝下 真由美・伊藤 眞由美
(ｱﾑｽ・TEAM MARS)

平田 裕子・﨑浴 美奈子
(TC三田)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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NO.2
福島 真智子・梶川 眞理子
39 (ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

(すま離宮TC・すま離宮TS)

八島 幸子・山本 佳子
40 (香枦園)

(ﾉｱ姫路・書写TC)

田口 智恵美・松下 茂美
41 (ﾉｱ加古川)

田村 真理・中村 雅子
谷郷 美奈子・広岡 聖子
60
62

横山 美加・瀬尾 祐子

62

(松田ﾃﾆｽ塾・芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞ)

62

小阪 紀子・長谷川 悦代

64

(ﾉｱHAT神戸・ﾌﾘｰ)

関野 映子・西 清子
44 (TEAM MARS・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

60

峯 美穂・賀集 彰子

61

(ﾉｱ名谷・すま離宮TC)

井上由起美・伊東雅子
45 (香枦園)

63

大原 芳子・若林 理香

63

(ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

福井 裕子・林 恭子
46 (城山公園TS)

64

宮武 朋子・河野 和江

61

(すずらんﾛ-ﾝTC・TEAM.MARS)

木村 晴美・吉田 博美
47 (ITC神戸・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

63

75

清水 可奈子・三田 暢子
(ﾊﾟｲﾝTC・ﾌﾘ-)

62

継山 敏子・土岡 三智子
48 (TEAM MARS・すずらんﾛ-ﾝTC)

菊池 奈緒美・米田 素子
61

相浦 久美・影林 香代
49 (ﾉｱ姫路・城北ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・S-SHOT)

63

柳田 純子・土井 知子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

62
63

小林 幸代・竹中 加奈子

63

(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

鷹取 典子・藤沢 かおる
51 (ｻｳｻﾘ-ﾄ・ﾉｱ西宮)

64

糟谷 由子・前畑 洋子

64

(書写TC・ﾉｱ姫路)

柴田 順子・松長 真紀
52 (ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ魚崎浜TS・ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎)

64

肥越 綾・城戸 美奈子

64

(すま離宮TS)

佐藤 奈美・瀧本 友見
53 (ﾛﾍﾞﾘｱ)

61

金 敬子・横田 俊子

76(4)

(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

押野 尚美・永島靖恵
54 (TeamE)

75

松下 佐代子・伊東 育子

62

(三木ﾛｲﾔﾙ・星和高原TC)

伊本 みゆき・梶原 まゆみ
55 (すずらんﾛ-ﾝTC・TEAM MARS)

東根 明美・玉田 富美子
57 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

前野 昭江・森 百合子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

63

小林 篤子・尾﨑 久美子
43 (本山ｲﾝﾄﾞｱｽﾎﾟｰﾂ・NAMP潮芦屋)

上谷 るみ・小室 利美
56 (TC三田・ﾛﾍﾞﾘｱ)

61

76(4)

水谷 有美・松村 明子
42 (ﾕﾆﾊﾞ-神戸・ﾌﾘ-)

鳥井 はるみ・松下 幸子
50 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

62

菊池 奈緒美・米田 素子

76(5)

熊谷 節代・井内 みすず

76(1)

(TEAM MARS・すずらんﾛ-ﾝTC)

62

64
63

64

田中 三絵子・吉山 ゆうき
(TASU-club・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

吉田 さゆり・城之園 純子
(阪急仁川・M’S13)

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
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Ｃ

級

西川 名美・南 美雪

トーナメント
八島 幸子・山本 佳子

押野 尚美・永島靖恵

(ﾌﾘ-・ﾘﾌﾚｯｼｭ)

井関 純子・牛嶋 美子

65

65

61

(ﾛﾍﾞﾘｱ)

小林 篤子・尾﨑 久美子
(本山ｲﾝﾄﾞｱｽﾎﾟｰﾂ・NAMP潮芦屋)

61

小川 喜代美・黒石 智子

(香枦園)

75

井上由起美・伊東雅子

(すま離宮TS)

(香枦園)

丸尾 伊津子・齋藤 恵美子

62

65

(すずらんﾛ-ﾝTC・TEAM MARS)

木村 晴美・吉田 博美
(ITC神戸・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

中野 陽子・丹田 良江
62

(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

徳山 宏子・酒井 洋子

62

63

相浦 久美・影林 香代

(すま離宮TS)

(ﾉｱ姫路・城北ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)
62

萩原 美津子・西村 麻祐美

75

(阪急仁川TS・松田ﾃﾆｽ塾)
64

吉川 美貴・溝口 喜代

63

押野 尚美・永島靖恵

(ﾊﾟｲﾝTC)

(TeamE)

中安明子・鈴木 葉子

75

62

(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

片山 尚代・山岡 敦子

鷹取 典子・藤沢 かおる
(ｻｳｻﾘ-ﾄ・ﾉｱ西宮)

上谷 るみ・小室 利美
(TC三田・ﾛﾍﾞﾘｱ)

64

(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ’81TS・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)
61

63

長井 真澄・古瀬 瞳

前野 昭江・森 百合子

(ﾃﾆｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ神戸)

(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

永田明美・宮崎美智代

61

63

(香枦園・魚崎浜TS)
60

山名 かおり・萩原 和子

64

大原 芳子・若林 理香

(すま離宮TS)

川本 由美子・菊谷 ルミ子

(ﾕﾆﾊﾞ-神戸)
62

61

(ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81)

63

小林 裕恵・浜野 有紀

76(2)

小林 幸代・竹中 加奈子
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

63

62

(TEAM MARS・すずらんﾛ-ﾝTC)

酒井 朝子・大本 奈津美
溝下 真由美・伊藤 眞由美

肥越 綾・城戸 美奈子
(すま離宮TS)

75

松下 佐代子・伊東 育子

76(2)

(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)
(ｱﾑｽ・TEAM MARS)

宮武 朋子・河野 和江
(すずらんﾛ-ﾝTC・TEAM.MARS)

(芦屋国際ﾛｰﾝTC・すま離宮TS)

松田 圭子・中末 則子

小阪 紀子・長谷川 悦代
(ﾉｱHAT神戸・ﾌﾘｰ)

(三木ﾛｲﾔﾙ・星和高原TC)
61

63

田中 三絵子・吉山 ゆうき
(TASU-club・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

