
中川 麻衣 K－レンジャー 稲別 雅子 リコー RED

川口 美沙 K－レンジャー 清水 路恵 リコー RED

鈴木 賢美 Trantotte 大井 由美子 ハムエモン

前田 京子 ロベリア 栗山 麻奈美 ハムエモン

森田 奈緒 クアドリフォリオ 谷 麻由美 ワンスモア

清水 絵美 クアドリフォリオ 松村 仁美 テニスヒル仁川

大井 由美子 ハムエモン 武田 智香 フレームショット

栗山 麻奈美 ハムエモン 小西 真琴 フレームショット

山本 まどか ParabolaClub 光冨 寛海 ぽーち

西山 奈々 ParabolaClub 岡本 里香 ぽーち

古出 直子 Ｊ－Ｊ－ＪＡＣＫＳ 内田 美智代 ITCテニスヒル仁川

片山 直子 ワンスモア 江原 千晶 香枦園TC

雲財 恵理 ＢｌｕｅＣｒｅｗ 酒井 由美 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ

渡部 裕子 ＢｌｕｅＣｒｅｗ 田中 真紀子 Nキューブ

小泉 三奈子 フライデーナイト 井上 裕美子 西尾塾

藤尾 あゆみ フライデーナイト 安田 朋子 西尾塾

上村 留美子 ロベリア 五井 節子 TQC

池垣 百合 クアドリフォリオ 前田 京子 ロベリア

原 洋子 フレームショット 河原地 昌子 チームＩ

丹野 絵美子 フレームショット 御厩 洋美 チームＩ

岩崎 志奈子 Ｊ－Ｊ－ＪＡＣＫＳ 丸本 恵美 ParabolaClub

香川 悦子 Ｊ－Ｊ－ＪＡＣＫＳ 鍛冶 明子 ParabolaClub

井上 裕美子 西尾塾 田井 佳代 フリー

安田 朋子 西尾塾 辻 英子 ノア西宮

川村 愛 チームＩ 石田 真美 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ

御厩 洋美 チームＩ 油野 陽子 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ

伊藤 遥 ワンスモア 木原 紀子 Nキューブ

和田 桃子 ワンスモア 玉田 靖子 Nキューブ

多田 淑子 SUPREME 木村 絵奈 ワンスモア

郡 あずさ クアドリフォリオ 北野 由子 ワンスモア

温井 麗香 システムギア 福本 佳奈子 フレームショット

高田 明香 システムギア 東島 康子 TQC

松村 仁美 ITCテニスヒル仁川 安達 裕子 トップギア

内田 美智代 ITCテニスヒル仁川 田畑 昌子 香枦園TC

荒木 直子 ワンスモア 増井 恵子 OJM

高寺 裕子 ワンスモア 高橋 和子 OJM

清水 咲 リコー RED 上田 奈美 Team101

清水 路恵 リコー RED 安永 千晶 Team101

井上 美和 クアドリフォリオ 池田 麻紀 ＡＧＴＣ

武田 祐季 クアドリフォリオ 竹内 多香子 ＡＧＴＣ

辻 明美 ハムエモン

麩山 みちよ ハムエモン

木全 桃子 ParabolaClub
パティス なな ParabolaClub

蔵野 由美 ワンスモア 真鍋 恕寛 EMTC

田中 典子 ワンスモア 近田 輝明 EMTC

石神 ゆかり Ｔ.Ｑ.Ｃ 小笹 陽菜 ノア西宮

兵頭 かおり Ｔ.Ｑ.Ｃ 岩﨑 楓 ノア西宮

加藤 美和子 Nキューブ 尊田 心都 フリー

木落 民子 Nキューブ 請川 舜 フリー

木庭 雅子 フレームショット 尊田 芽生 フリー

増田 美香 フレームショット 請川 楓 フリー

鳴宮 睦子 EMTC 高井 佑基 KTT

市橋 彩子 香露園TC 中村 友星 KTT

西岡 みさほ TQC 菊川 雄介 EMTC

河内 みき GOSH 原田 愛子 テニスヒル仁川

河野 幸代 ＡＱＣ

西井 和美 ＡＱＣ

松谷 節代 ワンスモア

佐藤 安紀子 ワンスモア

山口 明子 阪急仁川TC

西田 弘美 阪急仁川TC

稲葉 和美 ＡＱＣ

坂井 智柄子 ＡＱＣ

田中 美枝子 Ｔ.Ｑ.Ｃ

田坂 昌美 Ｔ.Ｑ.Ｃ

湯沢 理香 西尾塾

蜂須賀 禎子 西尾塾

辻 明美 ハムエモン

中井 百合恵 ワンスモア

西山 博美 ワンスモア

林 いほり ワンスモア

三浦 智子 OJM

三浦 洋子 OJM

小塩 佐知子 Nキューブ

黌農 佳永子 Nキューブ

小泉 三奈子 フライデーナイト

酒井 真由美 フライデーナイト
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西宮市民大会 女子ダブルス50歳の部
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西宮市民大会 女子ダブルスA級

1

西宮市民大会 女子ダブルス40歳の部
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西宮市民大会 ジュニアの部


