
西宮市民大会 混合ダブルスC級

中村 孝宏 フレームショット 中村 余田 博文 Nキューブ 余田

伊藤 佑果 フレームショット 伊藤 南雲 小百里 Nキューブ 南雲

酒井 啓之 Nキューブ 川﨑 61 射場 茂 ITCテニスヒル仁川 61 織田

朝垣 あかね Nキューブ 平野 川崎 由美子 ITCテニスヒル仁川 織田

川﨑 晧平 フリー 61 中村 織田 雅行 トップギア 織田 64

平野 麻美子 ノア西宮 伊藤 織田 教子 トップギア 織田

松岡 公久 SUPREME 松岡 64 桑田 滋彦 SUPREME 61 織田

松岡 幸子 SUPREME 松岡 古谷 佳子 SUPREME 織田

田村 純也 フリー 62 西 三谷 恵一 ぽーち 古谷 76（5）

中川 裕子 フリー 西 三谷 佳奈 ぽーち 山崎

駒田 誠 AQC 西 60 古谷 英夫 AQC WO 桐山

中山 洋子 AQC 西 山崎 直美 AQC 桐山

西 達也 Nキューブ 62 橘 桐山 健太郎 フリー 桐山 60

西 淳子 Nキューブ 秋山 桐山 美香 甲風園ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 桐山

橘 賢治 タッチースクール 橘 64 柳田 壮一郎 Nキューブ 75 織田

秋山 洋恵 タッチースクール 秋山 高島 久美子 Nキューブ 織田

松田 晴琉 フリー 75 橘 尾島 重規 EMTC 松井 64

松田 文子 フリー 秋山 巽 恭子 ぽーち 横山

石原 宏紀 ぽーち 藤田 61 松井 弦一 甲子園ＴＣ 62 藤原

石原 玲子 ぽーち 望月 横山 美加 甲子園ＴＣ 藤原

藤田 要 Nキューブ 62 橘 藤原 隆 香櫨園テニススクール 藤原 64

望月 美誉子 Nキューブ 秋山 藤原 幸代 香櫨園テニススクール 藤原

高岡 憲司 甲子園TC 高岡 60 安達 俊彦 Nキューブ 62 田中

山崎 倭子 甲子園TC 山崎 福永 充美 Nキューブ 高橋

力丸 哲 Nキューブ 62 高岡 志村 政忠 フリー 田中 63

阪口 由紀子 Nキューブ 山崎 志村 智子 フリー 高橋

中野 智哉 HITMEN M's 髙崎 63 田中 勝也 Nキューブ 62 田中

中野 宏美 HITMEN M's 髙崎 高橋 伊津美 Nキューブ 高橋

髙崎 明 甲風園ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 75 古結 孝 フリー 古結 64

髙崎 順子 甲風園ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 川畑 英美子 フリー 川畑

鈴木 信一郎 ネオローン 鈴木 浅野 佳城 Nキューブ 63

小野 益美 ネオローン 小野 島村 俊江 Nキューブ

大山 和範 Nキューブ 横井 63

宮崎 まゆみ Nキューブ 岡本

横井 裕介 ぽーち 75 斉脇

岡本 里香 ぽーち 斉脇

坪田 恭一 Nキューブ 内藤 62

黒田 めぐみ Nキューブ 内藤

内藤 浩二 タッチースクール 64 斉脇

内藤 久子 タッチースクール 斉脇

前村 孝則 ParabolaClub 斉脇 62

斎郷 美和 ParabolaClub 斉脇

斉脇 泉 フリー 61 亀田

斉脇 麻紀子 甲風園ﾃﾆｽｽｸｰﾙ 亀田

平尾 茂 フリー 大黒 63

原 ゆかり フリー 大黒

大黒 久範 フリー 62 大黒

大黒 直美 フリー 大黒

幸泉 正流 Nキューブ 内海 62

丸尾 利恵 Nキューブ 内海

内海 真人 ぽーち 63 亀田

内海 三起 ぽーち 亀田

亀田 政博 フレームショット 亀田 62

亀田 菜子 フレームショット 亀田

浦川 捻弘 Nキューブ 63 亀田

小西 田鶴子 Nキューブ 亀田

増田 康男 フリー 松山 63

増田 理恵子 フリー 中野

松山 豊 AQC 63

中野 寿子 AQC
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