
豊田 環・磯田 珠可子
(GR8・TC三田)

BYE

82 82 守谷 純子・若山 久珠子
(阪急仁川TS・香枦園)

84 83 佐伯 菜央・城戸 美奈子
(ITCいぶきの森・すま離宮TS)

81 86 大橋 扶企子・田中 和美
(TS-書写)

86 86 宮路 知子・古庄 信子
(ｵｰﾗﾝﾄﾞTC・阪急仁川TS)

83 98(7) BYE

北浦 榮子・田中 久美
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

84 81 小野 悦子・中川 知恵子
(J.Sｸﾗﾌﾞ)

BYE

86 81 武村 真由美・田治見 優子
(Sﾃﾆｽ・ITC掖谷)

86 86 鷹取 典子・瀧本 友見
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・ﾛﾍﾞﾘｱ)

81 98(7) 井内 みすず・名賀 由美子
(すずらんﾛｰﾝTC)

81 WO 藤田 ゆかり・黒田 宮美子
(ﾍﾞｽﾎﾟ・BESPO)

84 81 BYE

下村 有加・櫻井 美紀
(一般・TS-書写)

82 86 開地 美香・中安 明子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

BYE

80 85 石橋 いづみ・上田 理恵
(UNIT)

85 81 大井 由美子・栗山 麻奈美
85 (一般・ｸﾘｽﾀﾙ)

80 小西 真琴・秋山 博美
(一般・ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC)

萩原 和子・賀集 彰子 86 81 佐藤 紀子・山内 真由美
(すずらんﾛｰﾝTC)

85 98(10) BYE

米田 素子・審 佐和子
(S-SHOT・ｺｽﾊﾟ神崎川)

83 98(5) 荒木 三千代・菊池 奈緒美
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

BYE

81 86 福永 奈美・水方 紀代
(ﾛﾍﾞﾘｱ・香枦園)

WO 82 古井 悦子・佐岡 由紀子
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

83 86 李 明代・箱崎 千鶴
(GR8・ﾛﾍﾞﾘｱ)

84 83 越智 ゆり・東川 宏美
(ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC・ｼﾞｭ ﾄﾞ ﾎﾟｰﾑ)

83 84 BYE

神山 朋子・森江 知代
(TS-書写・協同学苑TS)

北野 由子・木村 絵奈

82

優勝

4
柴田 悦子・油納 直子

36
(香枦園)

5
田中 藤美・松村 茉砂与

37
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

2023年度　第38回コープ杯レディーステニストーナメント
3月13日(月)・14日(火)　吉川総合公園

1
曽谷 亜由美・川崎 ちひろ

33
(S-SHOT・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

3
都出 淳子・加茂前 朱美

35
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・丹波ｲﾝﾄﾞｱTC)

2 BYE 34

8
岡崎 詠子・永峰 志帆

40
(一般)

9
西 貴子・山下 玲

41
(三木ﾛｲﾔﾙTC・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

6
赤塚 かおる・久保 千鶴

38
(天王山倶楽部・すま離宮TS)

7 BYE 39

12
日尾 温子・奥野 千鶴

44
(Sﾃﾆｽ)

13
田中 礼子・藤井 優子

45
(CIRCLE S・ITC六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ)

10 BYE 42

11
福島 真智子・西村 美緒

43
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

16
岩﨑 京子・山本 美奈子

48
(岩田特戦隊・ﾉｱBM)

17
北野 由子・木村 絵奈

49
(Y'ours Kobe 05・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

14 熊谷 節代・土岡 三智子 46
(すずらんﾛｰﾝTC)

15 BYE 47

20
西澤 みゆき・後藤 君代

52
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

21
村上 雅子・バロウ 妙子

53
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・香枦園)

18 BYE 50

19
井関 純子・渡邊 豊恵

51
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

24
溝口 亜紀・立花 こず枝

56
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

25
黒崎 育美・竹内 多香子

57
(すま離宮TS)

22 54
(三木ﾛｲﾔﾙTC・すま離宮TS)

23 BYE 55

32
今峰 春美・白木 美佐子

64
(ﾛﾍﾞﾘｱ)

30
中塚 文子・酒井 美佳子

62
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

31 BYE 63

28 阪上 亜希子・小山 利枝 60
(C&D・三木ﾛｲﾔﾙTC)

29
横山 文・荒木 直子

61
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

26 BYE 58

27
森 さゆり・佐々木 薫

59
(ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC)



佐伯 菜央・城戸 美奈子

62 60 (ITCいぶきの森・すま離宮TS)

大橋 扶企子・田中 和美

63 (TS-書写)

北浦 榮子・田中 久美
61 63 (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

武村 真由美・田治見 優子

61 65 (Sﾃﾆｽ・ITC掖谷)

井内 みすず・名賀 由美子
(すずらんﾛｰﾝTC)

61 65

開地 美香・中安 明子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

64 石橋 いづみ・上田 理恵

65 64 (UNIT)

佐藤 紀子・山内 真由美

65 (すずらんﾛｰﾝTC)

63

古井 悦子・佐岡 由紀子

61 (ﾄｯﾌﾟﾗﾝ)

越智 ゆり・東川 宏美

60 (ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC・ｼﾞｭ ﾄﾞ ﾎﾟｰﾑ)

2023年38回コープ杯レディーステニストーナメント

3月13・14日(月・火)　吉川総合公園

コンソレーション

1
大橋 扶企子・田中 和美

17

2
都出 淳子・加茂前 朱美

18
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・丹波ｲﾝﾄﾞｱTC)

3
赤塚 かおる・久保 千鶴

19
(天王山倶楽部・すま離宮TS)

4 20

5 21ＢＹＥ

22
(Sﾃﾆｽ)

7
熊谷 節代・土岡 三智子

23
(すずらんﾛｰﾝTC)

24

9 25ＢＹＥ

ＢＹＥ

26
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

11
村上 雅子・バロウ 妙子

27
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・香枦園)

ＢＹＥＢＹＥ

ＢＹＥ

ＢＹＥ

ＢＹＥ

森 さゆり・佐々木 薫
30

(ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC)

横山 文・荒木 直子
31

(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

28

29

ＢＹＥ

ＢＹＥ

ＢＹＥ

ＢＹＥ

60

優勝

16

14

15

12

13

ＢＹＥ

10
西澤 みゆき・後藤 君代

8

6
日尾 温子・奥野 千鶴



鷺坂 優子・大森 悦子
(阪急仁川TS)

85 橋本 尚美・小山 聖子
(川西市ﾛｰﾝTC・万博)

81 81 村上 仁美・枝川 智子
(ﾉｱ西宮・一般)

84 84 岡 美智代・桑嶋 乃梨子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・岩田特戦隊)

82 81 長南 麻衣子・田井 佳代
(一般・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

81 稲本 法子・橘高 ひとみ
(松田ﾃﾆｽ塾・一般)

80 83 青田 希望・春山 倫子
(Runup)

86 97 三木 一恵・竹内 未宝
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・一般)

84 82 松田 希・谷 麻由美
(ﾉｱ西宮)

97 85 佐野 和佳子・魚澤 めぐみ
(Runup・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

86 81 根木 亜希・岡本 晶子
(ﾄｯﾌﾟﾗﾝ・ﾉｱBM)

82 84 藤井 いさ子・仲西 麻弥
(一般・わくわく稲美TC)

82 85 福岡 秀実・諸田 恵子
(香枦園・阪急仁川TS)

84 84 水谷 有美・久保田 志津
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

81 83 植野 啓子・池野 友美
(Sﾃﾆｽ)

82 wo 下岸 眞代・丸山 里夏
(ｶｸﾃﾙ企画・ﾋﾟｯﾌﾟ㈱)

2023年度　第38回コープ杯レディーステニストーナメント
3月13日(月)・14日(火)　ブルボンビーンズドーム

優勝

畑中 美里・脇本 郁子

1
畑中 美里・脇本 郁子

80 17
(一般)

2 BYE 18

3
松本 明子・鶴本 恭子

19
(一般・三木ﾛｲﾔﾙTC)

4
伊藤 裕美子・中尾 みゆき

20
(すま離宮TS・ﾁｰﾑ丸尾)

5
藤中 裕美子・濱崎 さやか

21
(住友総合GﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS)

(松田ﾃﾆｽ塾・星和高原TC)

8
國包 百英・田村 真理

24
(ｶｸﾃﾙ企画・松田ﾃﾆｽ塾)

7
中野 尚代・伊藤 奈津子

23
(阪急仁川TS・住友総合GﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS)

6
楠 容子・有年 日登美 30

RET 22

9
赤井 智美・三好 真依子

25
(一般)

10
宇都宮 陽子・田中 美樹

26
(ﾌﾚﾝﾄﾞ・一般)

11
冨山 美麗・松持 知子

27
(阪急仁川TS)

12
佐藤 有美・児島 希和

28
(一般)

13
玉 清美・川﨑 詩乃

29
(一般・TC神戸)

16
安宅 彬子・松屋 夏佳

32
(多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC・一般)

14
下山 麻紀子・大土井 愛子

30
(香枦園・一般)

15
山下 圭・塩道 靖子

31
(すずらんﾛｰﾝTC・すま離宮TS)

コンソレーション

橋本 尚美・小山 聖子

(川西市ﾛｰﾝTC・万博)

伊藤 裕美子・中尾 みゆき 65 岡 美智代・桑嶋 乃梨子

(すま離宮TS・ﾁｰﾑ丸尾) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・岩田特戦隊)

61 63 稲本 法子・橘高 ひとみ

(松田ﾃﾆｽ塾・一般)

中野 尚代・伊藤 奈津子 61 青田 希望・春山 倫子
(阪急仁川TS・住友総合GﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS) (Runup)

赤井 智美・三好 真依子 61 62 佐野 和佳子・魚澤 めぐみ

(一般) (Runup・ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

冨山 美麗・松持 知子 64 60 藤井 いさ子・仲西 麻弥

(阪急仁川TS) (一般・わくわく稲美TC)

下山 麻紀子・大土井 愛子 61 60 水谷 有美・久保田 志津

(香枦園・一般) (ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

山下 圭・塩道 靖子 60
(すずらんﾛｰﾝTC・すま離宮TS)

2 10

3 11

1 9

優勝

藤井 いさ子・仲西 麻弥

6 14

7 15

4 12

5 13

8 16

BYE

BYE

BYE

60



木村 利果・前地 理子
(ﾚｲﾝﾎﾞｰ彩都・箕面TC)

WO 86 左近 文代・山口 仁美
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

81 83 亀井 清香・佐伯 法子
(ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎)

97 86 川端 美春・山村 納奈子
(香枦園)

82

98(7) 83

山崎 育代・須永 佐恵子
(ﾌｧﾐﾘｰTC)

82 85 清水 可奈子・山本 裕子
(ﾌﾚﾝﾄﾞ・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

81 83 田坂 昌美・杉田 幸子
(くにじま・阪急仁川)

84 WO 池田 美和子・稲野 洋子
(香枦園・GR8)

86 86 山本 智子・蔵野 由美
(丹波ｲﾝﾄﾞｱTC・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

86 85 平野 麻美子・桑山 博美
(香枦園・ﾃﾆｽﾋﾙ仁川)

86 82

池垣 百合・山村 桂
(阪急仁川TS・永岡庭球道場)

81 97 佐野 陽子・小島 智美
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・TASU-Club)

80 85 榎本 さおり・藤田 和子
(阪急仁川TC・ｻｳｻﾘｰﾄ)

86 86 村上 了子・佐田 勝恵
(一般・西猪名ﾐｽﾞﾉTS)

84 83 伊東 育子・中村 かおり
(UNIT)

85 84 御幡 裕美・城之園 純子
(香枦園)

86 81

石末 満里・松永 きよみ
(ｶｸﾃﾙ企画・ｺｽﾊﾟ神崎川)

81 83 伊田 成美・中山 尚子
(香枦園・ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎)

83 80 佐々木 惠子・米倉 由紀子
(Team-F・ｺｽﾊﾟ神崎川)

85 83 大山 尚美・保田 広子
(松田ﾃﾆｽ塾)

98(5) 83 土井 友里子・石山 智子
(ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC)

87 85 溝江 恵子・菅野 和恵
(ｽﾄﾘﾝｸﾞﾊｳｽﾘｱﾝ)

84 98(2)

岩崎 志奈子・野口 理恵
(J-J-JACKS・箕面TC)

2023年度　第38回コープ杯レディーステニストーナメント
3月14日(火)・15日(水)　住友総合グランド

1
真貝 真弓・井上 紫乃

33
(TG高槻・ﾛｲﾔﾙｶﾞｰﾃﾞﾝTC)

4
小島 かおり・村上 宏美

36
(TC三田・ﾛﾍﾞﾘｱ)

5
小川 佳世・奥田 久美子

37
(一般・TC神戸)

2 BYE BYE 34

3
片山 尚代・山岡 敦子

35
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

6
川﨑 由美子・小田原 はるみ

BYE 38
(浜甲子園TS)

7 BYE BYE 39

10 BYE BYE 42

11
安永 千晶・池浦 政子

43
(松田ﾃﾆｽ塾)

8
油野 陽子・岡 智香

40
(ﾉｱ西宮・香枦園)

9
野村 芳子・北 美鈴

41
(UNIT)

14
仲林 尚子・星野 雅子

46
(多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC)

15 BYE BYE 47

12
石神 ゆかり・兵頭 かおり

44
(Do planning・大阪天王寺)

13
岡田 順子・金津 信子

45
(ﾃﾆｽﾋﾙ仁川)

18 BYE BYE 50

19
本田 法子・西村 薫

51
(香枦園・Do Planning)

16
蓮本 真理・北村 冨美子

48
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

17
重坂 栄里子・野村 よし子

49
(松田ﾃﾆｽ塾・ﾌｧﾐﾘｰTC)

22
黌農 佳永子・木原 紀子

54
(CIRCLE S・一般)

23 BYE BYE 55

20
下垣 智子・神谷 真奈美

52
(ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC)

21
西田 裕紀子・村上 幸枝

53
(ｸﾘｽﾀﾙ・ｼｰｽﾞｰ万博)

26 BYE BYE 58

27
谷井 裕子・松本 英子

59
(TASU-Club・ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎)

24
薦田 妙子・中井 美紀子

56
(GR8)

25
松永 恵子・塩田 育恵

57
(香枦園)

63

28
三浦 喜久子・三浦 洋子

60
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・TASU-Club)

29
桐山 則子・手島 あゆみ

61
(TRTA・万博TG)

優勝

佐々木 惠子・米倉 由紀子

86

32
鈴木 賢美・稲垣 博子

64
(CIRCLE S・TC神戸)

30
井嶋 由子・中尾 裕子

62
(ﾘﾌﾚｯｼｭ・TASU-Club)

31 BYE BYE



片山 尚代・山岡 敦子 亀井 清香・佐伯 法子

(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎)

川﨑 由美子・小田原 はるみ 62 62

(浜甲子園TS) 川端 美春・山村 納奈子

油野 陽子・岡 智香 61 (香枦園)

(ﾉｱ西宮・香枦園)

62 63

安永 千晶・池浦 政子 田坂 昌美・杉田 幸子

(松田ﾃﾆｽ塾) (くにじま・阪急仁川)

仲林 尚子・星野 雅子 63 61 平野 麻美子・桑山 博美

(多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC) (香枦園・ﾃﾆｽﾋﾙ仁川)

64 池垣 百合・山村 桂

(阪急仁川TS・永岡庭球道場)

63 61

下垣 智子・神谷 真奈美 榎本 さおり・藤田 和子

(ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC) (阪急仁川TC・ｻｳｻﾘｰﾄ)

西田 裕紀子・村上 幸枝 61 63 御幡 裕美・城之園 純子

(ｸﾘｽﾀﾙ・ｼｰｽﾞｰ万博) (香枦園)

薦田 妙子・中井 美紀子 62 63 石末 満里・松永 きよみ

(GR8) (ｶｸﾃﾙ企画・ｺｽﾊﾟ神崎川)

60 61 伊田 成美・中山 尚子

(香枦園・ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎)

三浦 喜久子・三浦 洋子 63 大山 尚美・保田 広子

(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・TASU-Club) (松田ﾃﾆｽ塾)

井嶋 由子・中尾 裕子 62 60 土井 友里子・石山 智子

(ﾘﾌﾚｯｼｭ・TASU-Club) (ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC)

2023年38回コープ杯レディーステニストーナメント

3月14(火)・15日(水)　住友総合グランド

コンソレーション

1 BYE BYE 17

優勝

池垣 百合・山村 桂

18

3

19

4

5 BYE BYE 20

2
60

BYE 24

10 25

6 21

7 22

8 BYE 23

9 BYE

26

12 27

13 BYE 28

11

29

15 30

16 BYE BYE 31

14



田中 麻里・白田 篤子
(TC神戸)

83 中野 真紀・筧中 幹代
(香枦園・GR8)

82 81 辻 英子・中西 めぐみ
(松田ﾃﾆｽ塾・柴島ﾃﾆｽ)

WO 97 中井 玲子・藤原 知美
(TC神戸)

85 85 足立 圭子・河津 天峰
(Sﾃﾆｽ・ITC掖谷)

80 WO 今井 恵子・佐藤 由美子
(香枦園)

86 80 和田 美貴・森永 ふみ子
(万博TG・ﾉｱ名谷)

81 82 小林 温子・古瀬 瞳
(ﾉｱ西宮・GR8)

84 85 入 純子・吉田 昌希子
(ﾉｱ西宮)

80 82 三木 さゆり・古市 珠美
(一般)

82 98(1) 大矢根 由佳・島田 洋子
(ｽﾃｯﾌﾟﾜﾝTS)

82 80 田井 洋子・今堀 サラ
(ﾉｱ西宮)

83 98(4) 藤尾 直子・和田 真理子
(阪急仁川TS・阪急仁川)

83 81 上村 享代・塩野 浩子
(ITC神戸・一般)

85 85 長谷川 寿美・中塚 麻由子
(Sﾃﾆｽ・三木ﾛｲﾔﾙTC)

81 84 出口 良子・小物谷 雪子
(Team-F)

83 84 中澤 恵子・山中 和子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

86 80 吉井 心美・長 智恵子
(一般)

86 82 中島 加奈美・白石 美代子
(Runup)

81 WO 前田 京子・西村 いずみ
(ﾛﾍﾞﾘｱ・甲子園TC)

83 83 井上 真己・杉本 祐希
(香枦園)

85 81 川合 綾・手川 美奈子
(一般・TC三田)

84 84 高瀬 祐美子・髙橋 明子
(香枦園・阪急仁川TC)

81 83 川崎 由佳・沢辺 悦子
(香枦園・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

84 85 笹尾 陽子・木村 真弓
(松田ﾃﾆｽ塾)

80 84 室谷 明子・平野 真由美
(GR8・一般)

83 86 金 理恵・前川 綾子
(TC神戸・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

85 86 中川 麻衣・小林 実穂
(・香枦園一般)

84 82 米岡 朋子・生島 恵理子
(ﾉｱ西宮)

84 WO 藤原 友鼓・岡野 愛
(TC神戸)

82 82

98(1) 大畠 正子・北尾 広子
(阪急仁川TS・一般)

2023年度　第38回コープ杯レディーステニストーナメント
3月14日(火)・15日(水)　芦屋シーサイドテニス

1
長安 幹子・片山 直子

33
(ﾛﾍﾞﾘｱ・ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

4
中嶋 ゆり子・西堀 純子

36
(松田ﾃﾆｽ塾・ﾉｱ西宮)

長安 幹子・片山 直子

82

優勝

5
山中 久美子・山本 由紀子

37
(香枦園)

2 BYE 34

3
榎本 幸代・東井 真奈美

35
(香枦園)

8
酒井 真由美・山本 智恵子

40
(甲子園TC・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

9
増本 千賀子・渡井口 靖子

41
(TC神戸・香枦園)

6
小泉 三奈子・中村 智子

38
(芦屋国際ﾛｰﾝTC)

7
柿本 由美子・奈良井 典子

39
(香枦園)

12
城下 恒子・髙田 玲子

44
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸)

13
志賀 恒子・荒木 ひふみ

45
(阪急仁川TS・Runup)

10
皆川 千恵・細谷 静花

42
(香枦園)

11
内田 和子・福本 麻紀

43
(CIRCLE S・宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC)

16
松山 みか・西田 亜希

48
(阪急仁川TS・ﾃﾆｽﾋﾙ仁川)

17
上野 麻紀・堤 圭香

49
(TC神戸)

14
植北 尚子・阿部 尚美

46
(松田ﾃﾆｽ塾・香枦園)

15
山口 久美子・久田 順子

47
(宝塚ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸLTC・香枦園)

20
安田 ゆり子・光冨 寛海

52
(ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ・松田ﾃﾆｽ塾)

21
小南 篤美・北山 由華

53
(一般・香枦園)

18
田畑 昌子・芝田 智美

50
(香枦園)

19
山口 啓子・冨田 智子

51
(松田ﾃﾆｽ塾)

24
西山 博美・湯澤 理香

56
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ)

25
高寺 裕子・水野 悠加

57
(ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ・一般)

22
長岡 智子・中澤 真理

54
(香枦園・阪急仁川)

23
相澤 明美・相澤早紀

55
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ﾙｸ-ﾙTA)

28
古澤 裕子・矢田 有加

60
(芦屋ｼｰｻｲﾄﾞﾃﾆｽ・阪急仁川TS)

29
山口 恵美・森本 貴子

61
(松田ﾃﾆｽ塾・阪急仁川TS)

26
山内 清美・岡田 由佳

58
(GR8)

27
木落 民子・東辻 奈津子

59
(ﾉｱ西宮・GR8)

30
森本 雅子・永田 明美

62
(香枦園)

31
中山 里茶・石田 真美

BYE 63
(香枦園・阪急仁川TC)

32
飯田 啓子・小野 益美

64
(ｻｳｻﾘｰﾄ・TC神戸)



中野 真紀・筧中 幹代

(香枦園・GR8)

榎本 幸代・東井 真奈美 64 中井 玲子・藤原 知美

(香枦園) (TC神戸)

山中 久美子・山本 由紀子 64 63 今井 恵子・佐藤 由美子

(香枦園) (香枦園)

柿本 由美子・奈良井 典子 62 63 和田 美貴・森永 ふみ子
(香枦園) (万博TG・ﾉｱ名谷)

皆川 千恵・細谷 静花 61 63 三木 さゆり・古市 珠美
(香枦園) (一般)

城下 恒子・髙田 玲子 65 62 田井 洋子・今堀 サラ

(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸) (ﾉｱ西宮)

志賀 恒子・荒木 ひふみ 60 62 藤尾 直子・和田 真理子

(阪急仁川TS・Runup) (阪急仁川TS・阪急仁川)

松山 みか・西田 亜希 61 64 長谷川 寿美・中塚 麻由子

(阪急仁川TS・ﾃﾆｽﾋﾙ仁川) (Sﾃﾆｽ・三木ﾛｲﾔﾙTC)

上野 麻紀・堤 圭香 65 62 吉井 心美・長 智恵子

(TC神戸) (一般)

山口 啓子・冨田 智子 60 62 前田 京子・西村 いずみ

(松田ﾃﾆｽ塾) (ﾛﾍﾞﾘｱ・甲子園TC)

小南 篤美・北山 由華 63 62 川合 綾・手川 美奈子

(一般・香枦園) (一般・TC三田)

相澤 明美・相澤早紀 wo 62 高瀬 祐美子・髙橋 明子
(ﾕﾆﾊﾞｰ神戸・ﾙｸ-ﾙTA) (香枦園・阪急仁川TC)

山内 清美・岡田 由佳 61 60 室谷 明子・平野 真由美

(GR8) (GR8・一般)

木落 民子・東辻 奈津子 65 61 中川 麻衣・小林 実穂

(ﾉｱ西宮・GR8) (香枦園・一般)

山口 恵美・森本 貴子 64 62 米岡 朋子・生島 恵理子

(松田ﾃﾆｽ塾・阪急仁川TS) (ﾉｱ西宮)

中山 里茶・石田 真美 63
(香枦園・阪急仁川TC)

2023年38回コープ杯レディーステニストーナメント

3月14日(火)・15日(水)　芦屋ｼ－ｻｲﾄﾞﾃﾆｽ

コンソレーション

1 ＢＹＥ 17
中山 里茶・石田 真美

64

優勝

2 18

3 19

4 20

5 21

6 22

7 23

8 24

9 25

10 26

11 27

12 28

13 29

16 ＢＹＥ 32

14 30

15 31


