
木全 桃子 ParabolaClub 稲別 雅子 First Class

山本 詩菜 ParabolaClub 清水 路恵 First Class

山内 理恵子 ワンスモア 木落 民子 Nキューブ

山村 陽子 ワンスモア 加藤 美和子 Nキューブ

水方 紀代 香枦園テニスクラブ 石田 真美 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ

福永 奈美 GR8 油野 陽子 ＷＨＩＴＥ　ＳＴＡＲ

本田 あゆみ クアドリフォリオ 瓦谷 よしこ Free Style

松屋 夏佳 クアドリフォリオ 宮本 里美 Free Style

半田 厚子 EMTC 内田 牧 BLUE CREW

阪田 千尋 フリー 津田 和美 BLUE CREW

升﨑 月乃 GR8 岡田 順子 テニスヒル仁川

長沼 利沙 GR８ 金津 信子 テニスヒル仁川

池垣 百合 クアドリフォリオ 稲葉 和美 ＡＱＣ

藤本 桂子 クアドリフォリオ 山崎 直美 ＡＱＣ

高田 明香 インジャーズ 中畑 礼子 SUPREME

野津 樹里 インジャーズ 古川 眞規子 SUPREME

井上 真実 PEACE 香山 泰子 ネオローン

岩見 素子 PEACE 雲財 恵里 AKG29

林 美夏子 tenipresso 三嶋 一絵 灘五郎

竹下 翌美 tenipresso 岡本 里香 灘五郎

長安 幹子 EMTC 福本 佳奈子 Frame Shot

鈴木 明子 EMTC 東島 康子 Frame Shot

木村 喜美子 EMTC

北野 晃恵 EMTC

木原 紀子 Nキューブ

黌農 佳永子 Nキューブ

西山 ひろみ ワンスモア 萩原 弘美 Free Style

林 いほり ワンスモア 梶浦 由利子 Free Style

中野 尚代 Nキューブ 鮫島 ひとみ PEACE

小林 裕恵 Nキューブ 古川  雅子 PEACE

笹谷 尚子 トップギア 河野 幸代 Frame Shot

卜部 直美 トップギア 坂西 聡子 Frame Shot

大石 智子 Frame Shot 足立 美子 フリー

八木 則子 Frame Shot 山名 みどり フリー

江原 千晶 テニスヒル仁川 黒崎 育美 ネオローン

内田 美智代 テニスヒル仁川 前川 美千枝 ネオローン

川崎 詩乃 トップギア 荒木 智子 AKG29

桑山 博美 テニスヒル仁川 柳田 八重子 AKG29

香川 悦子 J-J-JACKS 田中 和美 フリー

荒池 宝 J-J-JACKS 鳴宮 睦子 EMTC

川田 典子 フリー 鈴木 賢美 フリー

須藤 恵美子 フリー 前田 京子 甲子園テニスクラブ

鍛冶 明子 ParabolaClub 森岡 みち フリー

丸本 恵美 ParabolaClub 植 慶子 フリー

若山 久珠子 香枦園テニスクラブ 山野 佐登美 ハムエモン

守谷 純子 香枦園テニスクラブ 阿部 ちまい ハムエモン

北野 典子 ワンスモア 水方 紀代 香枦園テニスクラブ

木村 絵奈 ワンスモア 福永 奈美 GR8

小林 温子 Lash

安達 裕子 トップギア

松持 知子 Nキューブ

中村 亜希子 Nキューブ

太田 優子 フリー 松本 一真 ノア西宮

乗松 光代 フリー 大路 圭威 システムギア

横井 陽子 BLUE CREW 伊賀 裕矢 ノア西宮

仁木 久美子 BLUE CREW 天野 統貴 ノア西宮

山内 理恵子 ワンスモア 中村 吏玖 EMTC

山村 陽子 ワンスモア 山田 麻莉乃 EMTC

中山 優子 甲風園テニススクール 松本 空 ノア西宮

矢内 美紀子 甲風園テニススクール 横山 弘季 ノア西宮

長安 幹子 EMTC 青山 怜央 甲風園テニススクール

鈴木 明子 EMTC 森本 莉子 甲風園テニススクール

西田 亜希 テニスヒル仁川 中岡 龍星 EMTC

松山 みか テニスヒル仁川 中岡 聖陽 EMTC

藤田 末実 ParabolaClub 岡部 一星 ノア西宮

奥田 琴恵 ParabolaClub 大路 愛優美 システムギア

木村 友江 PEACE 川島 悠嗣 フリー

大村 恵 PEACE 秋田 智哉 フリー

中村 友星 KTT

中村 唯人 KTT

天野 琥太郎 ノア西宮

岡部 理一 ノア西宮
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西宮市民大会 ジュニアの部

2

20

21

22

西宮市民大会 女子ダブルスA級
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西宮市民大会 女子ダブルス40歳の部
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