
山﨑 美紀・大成 由香
(ﾌｧﾐﾘ-TC・GR8)

田中 玲子・加古 千佳
62 62 (ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

63 60 三木 一恵・鈴木 生
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

63 64 齋藤 多真紀・矢木 菜都子
(PanaChildren)

w.o w.o 池野 友美・植野 啓子

64 62 (Sﾃﾆｽ)

江原 千晶・内田 美智代
(香枦園・阪急仁川TS)

75 松田 希・谷 麻由美
(ｺｽﾊﾟ神崎川・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

60 山口 仁美・山本 裕子
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

76(5) 62 津崎 雅子・森 サトミ
(一般・Team E)

61 62 池田 麻紀・曽谷 亜由美
(すま離宮TS・S-SHOT)

62 64 小林 温子・田中 久美
(ﾉｱ西宮・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

62 76(4) 早野 眞代・丸山 里夏
(ｶｸﾃﾙ企画・ﾋﾟｯﾌﾟ㈱)

76(2) 63 福村 里紗・竹内 由紀
(一般・TC神戸)
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ゴ－ルド

1
畑村 孝子・齋藤 麻衣子

15
(SOS)

61

三木 一恵・鈴木 生

2
李 明代・中澤 恵子

16
(GR８・Runup)

3
鈴木 賢美・稲垣 博子

17
(Trantotte・TC神戸)

4
田中 美樹・岩﨑 京子

18
(Runup・岩田特戦隊)

5
坂下 久美子・塩田 育恵

19
(GR8・香枦園)

6
森本 里美・麸山 みちよ

20
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

7
黒崎 育美・竹内 多香子

21
(すま離宮TS) 62 62

8 重坂 栄里子・野村 よし子 22
(松田ﾃﾆｽ塾・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

9
渡辺 郷子・山崎 育代

23
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC・松田ﾃﾆｽ塾)

10
村上 宏美・小島 かおり

24
(ﾛﾍﾞﾘｱ・TC三田)

11 神山 朋子・中塚 文子 25
(Team E・ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

26
(ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園)

13 太田 香織・藤田 直子 27
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

14
安達 裕子・山本 美奈子
(神戸ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝTC・ﾉｱBM)

12
福永 奈美・水方 紀代

山﨑 美紀・大成 由香

(ﾌｧﾐﾘ-TC・GR8)

62 田中 玲子・加古 千佳

(ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

63 62 池野 友美・植野 啓子

(Sﾃﾆｽ)

61 63 山口 仁美・山本 裕子

(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

65 64 池田 麻紀・曽谷 亜由美

(すま離宮TS・S-SHOT)

64 65 小林 温子・田中 久美

(ﾉｱ西宮・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

65 64 福村 里紗・竹内 由紀

(一般・TC神戸)

李 明代・中澤 恵子

(GR８・Runup)

黒崎 育美・竹内 多香子

(すま離宮TS)

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-ﾝTC)

渡辺 郷子・山崎 育代

(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC・松田ﾃﾆｽ塾)

神山 朋子・中塚 文子

(Team E・ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

太田 香織・藤田 直子

ゴ－ルド：コンソレ－ション
10月13日(火) 

1 ＢＹＥ 9
64

福村 里紗・竹内 由紀

2 10

3 ＢＹＥ 11

4 ＢＹＥ 12

5 13

6 14

7 15

(ﾛﾍﾞﾘｱ)
8 16



松田 かつゑ・正井 雪江
(星和高原TC)

64 瀧本 友見・中村 かおり
75 75 (ﾛﾍﾞﾘｱ・永岡庭球道場)

60 園山 真紀・石山 智子
(ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC)

61 63 61 溝口 亜紀・岩崎 佳苗
(Runup)

w.o 川本 ひとみ・高原 恵子
(TS-書写)

62 62 若林 美穂・宮内 真理子
(ﾉｱBM)

75 西田 亜希・中野 尚代
(阪急仁川TS・阪急仁川)

64 64 75 木村 真弓 ・笹尾 陽子
(松田ﾃﾆｽ塾)

63 佐藤 由美子・田中 有美子
(香枦園)

62 63 白石 美代子・中島 加奈美
(Runup)

62 63 石丸 清子・山本 貴子
(Team-F)

64 柚野 信子・森崎 尚子
64 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・DRIVE.B.B)

62 山下 圭・塩道 靖子
(すま離宮TS)

62 64 西山 由紀子・石田 理恵
(C&D・たかしょう ５)

61 64 宮脇 みどり・中塚 麻由子
(香寺TC・三木ﾛｲﾔﾙTC)

64 63 63 福岡 秀実・油納 直子
(香枦園)

63 小物谷 雪子・出口 良子
(Team-F)

63 61 谷郷 美奈子・溝口 喜代
(ﾉｱ姫路・ﾊﾟｲﾝTC)

61 63 今井 恵子・高瀬 祐美子
(香枦園・GR8)

w.o 仲林 尚子・星野 雅子
64 62 (多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC)

63 西村 麻祐美・長左古 円
(松田ﾃﾆｽ塾・一般)

64 62 石原 まり子・前田 由美子
(香枦園・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

61 61 平野 麻美子・藤沢 かおる
(香枦園・ﾉｱ西宮)

60 小室 利美・古舞 直実
62 75 (ﾛﾍﾞﾘｱ・ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝTS)

64 入 純子・吉田 昌希子
(ﾉｱ西宮)

64 61 中安 明子・丹田 良江
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

64 63 山内 清美・岡田 由佳
(GR8)

61 澤田 一恵・高澤 由美子
75 62 (Sﾃﾆｽ)

61 桂木 宏美・鷹取 典子
(一般・阪急仁川TS)

75 64 安永 千晶・前川 美千枝
75 (松田ﾃﾆｽ塾・)

75 日尾 温子・奥野 千鶴
(Sﾃﾆｽ・岩田特戦隊)

30
相浦 久美・影林 香代

61
(Sﾃﾆｽ)

31
光冨 寛海・松山 みか

62
(松田ﾃﾆｽ塾・阪急仁川TS)

28
山名 かおり・久保 千鶴

59
(すま離宮TC・すま離宮TS)

29
熊本 富美子・安藤 絵美

60
(三木ﾛｲﾔﾙTC・ITC西神)

26
伊藤 由香・大土井 愛子

57
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・一般)

27
楠 容子・瀬尾 祐子

58
(松田ﾃﾆｽ塾・香枦園)

24
藤澤 慶子・坂根 咲央里

55
(ﾁ-ﾑ丸尾・香枦園)

25
木村 智美・手川 美奈子

56
(ITCｽｶｲｺｰﾄ・TC三田)

22
川髙 恵子・濱田 寿代

53
(team よっし～☆+F906・すま離宮TS)

23
鍛冶 明子 ・中西 佳奈美

54
(Team-F)

20
西川 りか・齊藤 文子

51
(わくわく稲美TC)

21
古庄 信子・福本 麻紀

52
(一般・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC)

18
濱﨑 さやか・山本 喜美代

49
(香枦園)

19
池浦 政子・櫟 真由美

50
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

16
桑嶋 乃梨子・森 梨沙

47
(GR8)

17
鷺坂 優子・大森 悦子

48
(阪急仁川TS・本山ｽﾎﾟｰﾂ)

14
藤尾 直子・博多 志津子

45
(阪急仁川TS・阪急仁川)

15
古井 悦子・広岡 聖子

46
(一般・書写TC)

12
吉井 心美・中尾 みゆき

43
(GR8・ﾁ-ﾑ丸尾)

13
岡 美智代・坪倉 三恵

44
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

30RET

10
松長 真紀・石末 満里

41
(ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎・ｶｸﾃﾙ企画)

11
白瀬 千富・杉山 朱実

42
(協同学苑TS・三木ﾛｲﾔﾙTC)

8
井上 由起美・有年 日登美

39
(星和高原TC)

9
平田 裕子・﨑浴 美奈子

40
(TC三田)

6
矢田 有加・岡崎 英子

37
(芦屋ｼ-ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ)

7
水谷 有美・久保田 志津

38
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

76(5)

5
米岡 朋子・李 陽子

36
(ﾉｱ西宮・O.T.P)

2
松本 明子・鶴本 恭子

33
(西神NTG)

3
奥田 久美子・濱口 ゆか

34
(Sﾃﾆｽ・NIT)
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ブロンズ

1
川崎 由佳・黒川 恭子

32
(香枦園)

4
浦上 久仁子・土井 友里子

35
(ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC)

入 純子・吉田 昌希子



松田 かつゑ・正井 雪江
(星和高原TC)

60 64 園山 真紀・石山 智子
(ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC)

65 62 若林 美穂・宮内 真理子
(ﾉｱBM)

63 64 西田 亜希・中野 尚代
(阪急仁川TS・阪急仁川)

63 60 佐藤 由美子・田中 有美子
(香枦園)

61 60 柚野 信子・森崎 尚子
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・DRIVE.B.B)

60 62 西山 由紀子・石田 理恵
(C&D・たかしょう ５)

65 62 宮脇 みどり・中塚 麻由子
(香寺TC・三木ﾛｲﾔﾙTC)

65 65 谷郷 美奈子・溝口 喜代
(ﾉｱ姫路・ﾊﾟｲﾝTC)

61 63 仲林 尚子・星野 雅子
(多田ﾊｲｸﾞﾘ-ﾝTC)

62 64 西村 麻祐美・長左古 円
(松田ﾃﾆｽ塾・一般)

62 62 平野 麻美子・藤沢 かおる
(香枦園・ﾉｱ西宮)

63 63 中安 明子・丹田 良江
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

64 62 山内 清美・岡田 由佳
(GR8)

63 65 桂木 宏美・鷹取 典子
(一般・阪急仁川TS)

61
16

相浦 久美・影林 香代
ＢＹＥ 32

(Sﾃﾆｽ)

15
熊本 富美子・安藤 絵美

31
(三木ﾛｲﾔﾙTC・ITC西神)

14
伊藤 由香・大土井 愛子

30
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾛ-ﾝTC・一般)

13
木村 智美・手川 美奈子

29
(ITCｽｶｲｺｰﾄ・TC三田)

12
鍛冶 明子 ・中西 佳奈美

28
(Team-F)

11
西川 りか・齊藤 文子

27
(わくわく稲美TC)

10
濱﨑 さやか・山本 喜美代

26
(香枦園)

9
鷺坂 優子・大森 悦子

25
(阪急仁川TS・本山ｽﾎﾟｰﾂ)

8
藤尾 直子・博多 志津子

24
(阪急仁川TS・阪急仁川)

7
吉井 心美・中尾 みゆき

23
(GR8・ﾁ-ﾑ丸尾)

6
松長 真紀・石末 満里

22
(ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎・ｶｸﾃﾙ企画)

5
井上 由起美・有年 日登美

21
(星和高原TC)

4
水谷 有美・久保田 志津

20
(ﾕﾆﾊﾞ-神戸)

(ﾉｱ西宮・O.T.P)

(香枦園)

2
奥田 久美子・濱口 ゆか

18
(Sﾃﾆｽ・NIT)
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ブロンズ：コンソレ－ション

1
川崎 由佳・黒川 恭子

17

3
米岡 朋子・李 陽子

19


