
西宮市民大会 混合ダブルスB級

森 佑太 西尾塾 吉本 光希 トップギア

南方 美里 西尾塾 高木 麻菜 トップギア

安達 芳崇 トップギア 安達 稲葉 稔 AQC 稲葉

田中 麻里 トップギア 田中 稲葉 和美 AQC 稲葉

佐藤 公俊 KT-Fun 西田 62 山口 和輝 ITCテニスヒル仁川 自露中 63

齋藤 奈央 KT-Fun 西田 山岡 玲 ITCテニスヒル仁川 西田

西田 潤治 ITCテニスヒル仁川 64 吉川 自露中 成嘉 システムギア 62 衛藤

西田 亜希 ITCテニスヒル仁川 吉川 西田 弘美 システムギア 衛藤

中野 豪 Nキューブ 吉川 64 衛藤 雅弘 西尾塾 衛藤 63

中野 尚代 Nキューブ 吉川 衛藤 朋代 西尾塾 衛藤

吉川 駿一 フリー 60 吉川 織田 雅行 トップギア 63 衛藤

吉川 早紀 フリー 吉川 織田 教子 トップギア 衛藤

尾上 拓也 トップギア 尾上 63 柏原 博 甲風園テニススクール 布村 63

赤木 友紀 トップギア 赤木 吉田 佳江 テニスﾋﾙ仁川 山本

前田 融磁 フリー 61 尾上 布村 裕志 Nキューブ 75 笹谷

前田 京子 ロベリア 赤木 山本 由紀子 Nキューブ 笹谷

樋口 雄幸 甲子園ＴＣ 樋口 60 笹谷 卓也 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 笹谷 64

永栄 順子 甲子園ＴＣ 永栄 笹谷 尚子 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 笹谷

松持 修治 Nキューブ 63 森 村上 幸弘 GOSH 76(4) 吉本

松持 知花 Nキューブ 南方 村上 仁美 GOSH 高木

道倉 孝清 システムギア 中口 63 竹山 洋三 ITCテニスヒル仁川 竹山 64

道倉 真枝 システムギア 松岡 岡田 美佳 ITCテニスヒル仁川 岡田

花田 信二 Nキューブ 中口 61 田中 照久 Nキューブ 75 吉川

松持 知子 Nキューブ 松岡 田中 真紀子 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 井上

中口 隆 フレームショット 63 田中 吉川 寛人 KT-Fun 吉川 64

松岡 千春 フレームショット 藤本 井上 真美 KT-Fun 井上

田中 健介 トップギア 田中 63 猪熊 智樹 フリー 63 吉本

藤本 美由紀 トップギア 藤本 猪熊 麻衣 フリー 高木

赤藤 真一 AQC 60 森 池田 卓矢 チーム フォレスト 中山 63

河野 幸代 AQC 南方 池田 かおり チーム フォレスト 中山

森 佑太 西尾塾 森 63 中山 雄次 Rising☆Stars 76(4) 吉本

南方 美里 西尾塾 南方 中山 美樹 Rising☆Stars 高木

福見 浩人 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 75 森 近田 輝明 EMTC 近田 21RET

伊吹 美里 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 南方 原田 愛子 EMTC 原田

宿院 輝文 フリー 北村 61 寺岡 浩之 フレームショット 64 吉本

宿院 清美 フリー 常峰 高橋 友紀 フレームショット 高木

北村 崇師 ITCテニスヒル仁川 62 西田 吉本 光希 トップギア 60

常峰 日佐予 ITCテニスヒル仁川 寺岡 高木 麻菜 トップギア

西田 元彦 LaSH 76（3）

寺岡 美香 LaSH
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