
第21回 甲子園レディース 結果 2019年10月10日(木)

☆オープンクラス

（ 1位 ） （ ２位 ） （ ３位 ）

1
清水 路恵 宝田TCP

1
西田 恵利 ﾀｯｸ桃山

1
田畑 昌子 香枦園TC

亀岡 美和 高槻ﾃﾆｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 清水 岩津 けいこ 隼 西田 佐々木 恵子 Team-F 本田
亀岡 岩津 細原

6-3 6-5 6-4

2
青木 佐代子 ｻﾝﾋﾙ柏原

2
阪下 利香子 SITC

2
本田 まゆ Team-F

柿本 嘉代子 隼 清水 田中 正美 TASU-Club 武江 細原 知美 PanaChildren 本田
亀岡 玉西 細原

6-3 6-4 6-4

3
蜂須賀 禎子 ｶｸﾃﾙ企画

3
武江 みどり 隼

3
清水 由以子 はっさく

宮田 洋子 ｶｸﾃﾙ企画 百鳥 玉西 文子 隼 武江 田籠 嘉枝子 豊中TC 清水
中西 玉西 田籠

6-5 6-4 6-5

4
百鳥 年美 徳秀苑庭球倶楽部

4
井上 千香恵 大阪ﾛｲﾔﾙ

4
金津 信子 ﾃﾆｽﾋﾙ仁川

中西 美絵 OJM 清水 田村 千鶴子 甲子園TC 日没で中止 冨田 ゆかり 西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 日没で中止

亀岡

Ｖ
大会規定により両者優勝 大会規定により両者優勝

4-1

5
宮内 知子 TEAM STUFF 日没のため終了

5
井上 さゆり J-three

5
浦 理英 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

清尾 優子 大阪ﾛｲﾔﾙ 宮内 辻 喜久 ｺｽﾊﾟ神崎川 川島 苗村 智津 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 内田
清尾 甘田 前田

6-5 6-4 6-3

6
嘉屋 奉美 ｸﾘｽﾀﾙ

6
川島 純子 甲子園TS

6
内田 和子 CIRCLE S

新田 佳織 ﾀｯｸ桃山 甘田 宜子 くにじま 菅 前田 京子 ﾛﾍﾞﾘｱ 古庄
木下 中本

6-2 6-3

7
杉本 佳子 くにじま

7
菅 嘉余子 隼

7
古庄 信子 ﾃﾆｽｱﾒﾆﾃｨ園田

小松 美千代 ﾀｯｸ桃山 杉本 木下 芽代子 MTP 菅 中本 恵子 Team-F 古庄
小松 木下 中本

6-5 6-2 6-3

8
福田 史恵 相川TP

8
永栄 順子 甲子園TC

8
南 順子 ｺｽﾊﾟ神崎川

佐藤 麻子 J-three 酒井 真由美 甲子園TC 佐藤 理恵 ｺｽﾊﾟ神崎川

☆チャレンジクラス

（ 1位 ） （ ２位 ） （ ３位 ）

1
古家 千栄 ﾀｯｸ桃山

1
蓮井 尚子 松田ﾃﾆｽ塾

1
鷹取 典子 阪急仁川TS

鹿野 智代 TNG 中安 村橋 宏美 ｸﾘｽﾀﾙ 河北 平野 麻美子 香枦園TC 鷹取

大原 矢野 平野

6-5 6-5 6-5

2
中安 明子 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸

2
河北 あかね 箕面楓ｸﾗﾌﾞ

2
木落 民子 甲子園TS

大原 芳子 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸 森 矢野 恭子 ﾌﾘｰ 山本 藤沢 かおる ﾉｱ西宮 木本

山科 鍛治 福井

6-5 6-1 6-5

3
森 幸江 松田ﾃﾆｽ塾

3
山本 貴子 Team-F

3
木本 英子 T.R-3

山科 美紀 相川TP 森 鍛治 明子 Team-F 山本 福井 裕代 ｸﾘｽﾀﾙ 木本

山科 鍛治 福井

6-3 6-0 6-4

4
米岡 朋子 ﾉｱ西宮

4
猜山 照美 甲子園TS

4
民野 久美子 甲子園TC

石末 満里 ｶｸﾃﾙ企画 湯澤 佐藤 暢子 甲子園TS 山本 米盛 恵子 甲子園TC 木本

清水
Ｖ

鍛治
Ｖ

福井
Ｖ6-1 6-1 6-5

5
丹田 良江 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸

5
諏訪部 文子 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

5
出口 良子 Team-F

開地 美香 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸 湯澤 中井 美紀子 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 村上 中西 佳奈美 Team-F 岡本

清水 小林 山根

6-1 6-3 6-4

6
湯澤 理香 ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙ

6
村上 雅子 宝塚PLTC

6
岡本 一美 T.R-3

清水 可奈子 ﾊﾟｲﾝTC 湯澤 小林 純子 PanaChildren 村上 山根 千代美 T.R-3 岡本

清水 小林 山根

6-2 6-5 6-4

7
芦田 由美 ﾙｰｾﾝﾄ八尾

7
黌農 佳永子 ｻｰｸﾙS

7
西田 亜希 阪急仁川TC

柳川 恵子 J-three 芦田 木原 紀子 TNG 石丸 中野 尚代 阪急仁川TC 西田

柳川 飯島 中野

6-5 6-2 6-5

8
嶽村 佐知英 ITW石切

8
石丸 清子 Team-F

8
大山 尚美 松田ﾃﾆｽ塾

戸田 昌代 ﾀｯｸ桃山 飯島 加奈子 ｺｽﾊﾟ神崎川 高見 潤子 松田ﾃﾆｽ塾

☆ベテランクラス

（ 1位 ） （ ２位 ） （ ３位 ）

1
松生 千佳 T.R-3

1
飯田 貴子 甲子園TC

1
松山 ふみ 甲子園TC

清水 佐和子 T.R-3 松生 北山 久美子 甲子園TC 徳永 中山 美智子 甲子園TC 松山
清水 吉冨 中山

6-5 6-4 6-1

2
藤山 千恵 江坂TC

2
徳永 麻子 芦屋ｼｰｻｲﾄﾞ

2
中岡 惠子 ﾀｯｸ桃山

渡辺 咲子 H3 稲本 吉冨 五十鈴 松田ﾃﾆｽ塾 徳永 前田 一佐子 ﾀｯｸ桃山 山川
中林

Ｖ
吉冨

Ｖ
谷山

Ｖ6-4 6-3 6-3

3
稲本 カオル 甲子園TC

3
三浦 智子 ﾌﾚﾝﾄﾞ

3
増田 かほる 宝塚TC

中林 友恵 甲子園TC 稲本 中島 美智子 ﾌﾘｰ 津田 上村 富美 宝塚TC 山川
中林 杉本 谷山

6-5 6-3 6-3

4
内野 鶴子 ﾛﾍﾞﾘｱ

4
津田 芳子 ﾙｰｾﾝﾄ八尾

4
山川 真由美 ﾌﾘｰ

野口 親子 多田ﾊｲｸﾞﾘｰﾝTC 杉本 美英 中ﾓｽﾞLTC 谷山 貞子 甲子園TC


