
西宮市民大会 混合ダブルスB級

永田 淳 フリー 土井 善弘 ぽーち

楠本 千裕 フリー 米満 祥代 ぽーち

寺岡 浩之 フレームショット 寺岡 水田 雄大 フリー 小倉

高橋 友紀 フレームショット 高橋 斎藤 桂子 Nキューブ 赤鹿

赤藤 真一 AQC 三反田 76（3） 中瀬 俊宏 AQC 小倉 64

河野 幸代 AQC 沢辺 小山 マリ子 AQC 赤鹿

三反田達昭 JJ－JACKS 62 永田 小倉 尚吾 フレームショット 64 土井

沢辺 悦子 トップギア 楠本 赤鹿 綾 フレームショット 米満

永田 淳 フリー 永田 64 和田 健司 リバーサイドＴ．Ｃ． 和田 60

楠本 千裕 フリー 楠本 窪田 京子 リバーサイドＴ．Ｃ． 窪田

上原 具隆 KT-Fun 63 永田 早川 晃一 フリー WO 土井

安部 智代 KT-Fun 楠本 早川 奈菜子 フリー 米満

津田 英明 BLUE CREW 津田 760 山本 剛弘 トップギア 土井 61

津田 和美 BLUE CREW 津田 山本 真奈美 トップギア 米満

西村 普治 ワンスモア WO 永田 土井 善弘 ぽーち 60 土井

高寺 裕子 ワンスモア 楠本 米満 祥代 ぽーち 米満

花田 信二 Nキューブ 花田 61 芝崎 逸郎 Ｔ.Ｑ.Ｃ 芝田 63

松持 知子 Nキューブ 松持 東島 康子 Ｔ.Ｑ.Ｃ 阪田

竹山 洋三 ITCテニスヒル仁川 御堂 64 芝田 良成 フレームショット 芝田 63

吉田 佳江 甲風園テニススクール 佐藤 阪田 千尋 フレームショット 阪田

御堂 健自 ハムエモン 62 花田 田井 誠 フリー 64 田中

佐藤 麻子 ハムエモン 松持 田井 佳代 フリー 田中

小川 克博 ParabolaClub 坂本 62 田中 照久 Nキューブ 田中 64

山田 裕子 ParabolaClub 田中 田中 真紀子 Nキューブ 田中

坂本 智也 トップギア 60 村上 前川 格 ParabolaClub 64 田中

田中 麻里 トップギア 村上 前川 果穂 ParabolaClub 田中

村上 幸弘 GOSH 61 永田 打越 亘 BLUE CREW 63 土井

村上 仁美 GOSH 楠本 山出 美幸 BLUE CREW 米満

宿院 輝文 フリー 北村 64 伊藤 治郎 Nキューブ 濱名 61

宿院 清美 フリー 常峰 中野 尚代 Nキューブ 上田

北村 崇師 ITCテニスヒル仁川 北村 64 濱名 弘行 フレームショット 濱名 62

常峰 日佐予 ITCテニスヒル仁川 常峰 上田 いずみ フレームショット 上田

三宅 士朗 EMTC 64 団 亀井 亮介 ParabolaClub 61 濱名

後藤 多美子 EMTC 安達 亀井 麻由 ParabolaClub 上田

団 康二郎 トップギア 団 62 吉本 光希 トップギア 吉本 75

安達 裕子 トップギア 安達 高木 麻菜 トップギア 高木

林 航平 フレームショット 62 団 稲葉 稔 AQC 64 吉本

大石 智子 フレームショット 安達 稲葉 和美 AQC 高木

布村 裕志 Nキューブ 75 団 大野 昌義 BLUE CREW 62 濱名

山本 由紀子 Nキューブ 安達 大野 恭子 BLUE CREW 上田

岩浅 光洋 ワンスモア 笹谷 61 和中 武志 GOSH 松永 63

荒木 直子 ワンスモア 笹谷 和中 みずほ GOSH 岩村

由布 洋輔 SUPREME 笹谷 63 松永 雄飛 インジャーズ 松永 62

松井 可奈 SUPREME 笹谷 岩村 怜奈 インジャーズ 岩村

笹谷 卓也 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 76（6） 笹谷 吉川 寛人 フリー 61 松永

笹谷 尚子 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 笹谷 井上 真美 フリー 岩村

岡 昌志 AQC 中山 62 中口 隆 フレームショット 猪熊 62

濱田 妙子 AQC 中山 松岡 千春 SUPREME 大儀

中山 雄次 フリー 62 中山 猪熊 智樹 フリー WO 猪熊

中山 美樹 フリー 中山 大儀 麻衣 フリー 大儀

大橋 一浩 Nキューブ 60 山本 健治 やまけん WO

加藤 美和子 Nキューブ 山本 実子 やまけん

土井・米満（ぽーち）
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