
西宮市民大会 混合ダブルスC級

糸川 智久 Nキューブ 糸川 藤田 要 Nキューブ 川崎

東矢 真弓 Nキューブ 東矢 望月 美誉子 Nキューブ 平野

石橋 大典 フレームショット 大黒 75 川崎 晧平 ITCテニスヒル仁川 川崎 64

藍原 暁子 フレームショット 大黒 平野 麻美子 ノア西宮 平野

大黒 久範 マスクメロン 63 糸川 北野 智之 フリー 62 川崎

大黒 直美 マスクメロン 東矢 北野 晃恵 フリー 平野

余田 博文 Nキューブ 余田 62 駒田 誠 AQC 橋本 62

南雲 小百里 Nキューブ 南雲 中山 洋子 AQC 竹安

横井 裕介 ぽーち 60 余田 橋本 智好 フレームショット 60 木原

岡本 里香 ぽーち 南雲 竹安 真央 フレームショット 木原

中村 宇一 AQC 幸泉 62 田中 健登 マスクメロン 木原 76（10）

中野　 寿子 AQC 島村 田中 和代 マスクメロン 木原

幸泉 正流 Nキューブ 61 丹治 木原 太門 Nキューブ 75 上原

島村 俊江 Nキューブ 小山 木原 紀子 Nキューブ 安部

藤原 隆 フリー 藤原 61 安永 辰与 ParabolaClub 安永 64

藤原 幸代 フリー 61 藤田 末実 ParabolaClub 藤田

佐藤 年文 ＥＭＴＣ 桐山 西 達也 Nキューブ 62 上原

佐藤 安子 ＥＭＴＣ 桐山 西 淳子 Nキューブ 安部

桐山 健太郎 フリー 桐山 76（8） 力丸 哲 Nキューブ 上原 61

桐山 美香 甲風園テニススクール 桐山 阪口 由紀子 Nキューブ 安部

田中 勝也 Nキューブ 62 丹治 上原 具隆 BLUE CREW 61 上原

高橋 伊津美 Nキューブ 小山 安部 智代 BLUE CREW 安部

古家 丈尚 タッチースクール 丹治 西岡 義貴 ぽーち 大倉 63

古家 宏美 タッチースクール 小山 吉田 郁代 ぽーち 卜部

丹治 晃大 ストライクスマッシュ 60 丹治 大倉 啓二 フリー 61 酒井

小山 あすか ストライクスマッシュ 小山 卜部 直美 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ 朝垣

高岡 憲司 甲子園TC 高岡 61 野崎 朗彦 KT-Fun 酒井 63

山崎 倭子 甲子園TC 山崎 古川 雅子 KT-Fun 朝垣

富士 航 Nキューブ 64 酒井 啓之 Nキューブ 64

丸尾 利恵 Nキューブ 朝垣 あかね Nキューブ

由布 洋輔 SUPREME 由布

松井 可奈 SUPREME 松井

上之原篤志 Nキューブ 斉脇 75

木落 民子 Nキューブ 斉脇

斉脇 光希 フリー 76（4） 由布

斉脇 麻紀子 甲風園テニススクール 松井

平尾 茂 Nキューブ 高橋 61

原 ゆかり Nキューブ 川崎

高橋 裕 フリー 63 高橋

川崎 由美子 ITCテニスヒル仁川 川崎

植 和哉 フリー 浦川 61

植 慶子 フリー 小西

浦川 捻弘 Nキューブ 60 由布

小西 田鶴子 Nキューブ 松井

大山 和範 Nキューブ 大山 76（3）

高島 久美子 Nキューブ 高島

佐藤 鉄雄 フリー 62 大山

竹越 文佳 フリー 高島

平野 武 フリー 藤田 76（4）

増田 理恵子 フリー 藤田

藤田 知史 ファイン 63 池田

藤田 和枝 ファイン 深水

菅 由幸 Nキューブ 糸生 61

朝香 千草 Nキューブ 糸生

糸生 弘信 フリー 75 池田

糸生 久美 フリー 深水

池田 紘介 フレームショット 池田 60

深水 真亜子 フレームショット 深水

岡 昌志 AQC 63

濱田 妙子 AQC
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