
加藤 綾子 フリー 大西 尾川 導代 フリー 矢倉

中村 奈緒美 GR８ 斉脇 三宅 裕子 フリー 工藤

大西 宏美 フリー 大西 63 小池 吏江 EMTC 矢倉 62
斉脇 麻紀子 甲風園テニススクール 斉脇 岡田 雪 EMTC 工藤

古川 昌世 Nキューブ 61 寺川 矢倉 三葉 GR８ 61 矢倉

大路 絵理 Nキューブ 寺坂 工藤 恵美 GR８ 工藤

仲 美紀 ParabolaClub 仲 62 南雲 さゆり Nキューブ 前田 60
山田 裕子 ParabolaClub 山田 島村 俊江 Nキューブ 今井

古澤 富美子 住友電工 62 寺川 前田 忍 OJMファミリー 60 前田

仲島 美樹 住友電工 寺坂 今井 貴子 OJMファミリー 今井

中野 寿子 Nキューブ 寺川 61 国友 和子 フライデーナイト 井口 61
谷内 里依子 Nキューブ 寺坂 満田 希代美 フライデーナイト 藤田

寺川 はるよ トップギア WO 若山 井口 和香子 フリー WO 矢倉

寺坂 枝里子 トップギア 守谷 藤田 裕美 フリー 工藤

若山 久珠子 香枦園テニスクラブ 若山 61 鮫島 ひとみ PEACE 鮫島 62
守谷 純子 阪急仁川テニスクラブ 守谷 古川  雅子 PEACE 古川 

河野 幸代 Frame Shot 60 若山 中井 玲子 トップギア 62 橘
坂西 聡子 Frame Shot 守谷 団 千恵子 トップギア 伊東

古原 由香 サウサリート 古原 62 橘 こず恵 フリー 橘 76（3）

松本 純子 サウサリート 松本 伊東 美根 フリー 伊東

足立 美子 フリー 61 若山 野沢 奈津代 GR８ 64 山本

山名 みどり フリー 守谷 万代 まゆみ GR８ 山中

森田 三芳 GR８ 森田 62 山本 由紀子 Nキューブ 山本 62
原口 那智子 GR８ 原口 山中 久美子 香枦園テニスクラブ 山中

川田 典子 フリー 75 瓦谷 田中 里香 ParabolaClub 63 山本

須藤 恵美子 フリー 宮本 松瀬 美子 ParabolaClub 山中

瓦谷 よしこ Free Style 瓦谷 60 牧田 由利子 Free　Style 76（5）

宮本 里美 Free Style 宮本 望月 美誉子 Free　Style

川口 悦子 フリー 75 吉田 亜紀子 トップギア 高橋

中山 千里 フリー 吉川 留美 トップギア 岡本

増尾 亜紗子 GR８ 増尾 高橋 いずみ 灘五郎 高橋 61
木村 亜都子 GR８ 木村 岡本 里香 灘五郎 岡本

後藤 多美子 EMTC 後藤 75 笛木 佳世子 GR８ 62 長佐古

瀧川 敦子 EMTC 瀧川 奥 瑞恵 GR８ 力武

野坂 由美子 フリー 63 笹谷 長佐古 円 PEACE 長佐古 63
舟橋 千佳 フリー 松岡 力武 愛 PEACE 力武

片岡 典香 フリー 笹谷 76（2） 森岡 みち フリー 60 長佐古

竹田 真由美 フリー 松岡 植 慶子 フリー 力武

笹谷 尚子 トップギア 60 笹谷 藍原 暁子 Frame Shot 藍原 75
松岡 千春 トップギア 松岡 山本 真奈美 Frame Shot 山本

浅井 幸恵 OJMファミリー 浅井 63 朝垣 あかね Nキューブ 62 長佐古

松本 順子 OJMファミリー 松本 増田 理恵子 Nキューブ 力武

朝香 千草 Nキューブ 60 笹谷 山取 まゆみ 甲風園テニススクール 松井 64
井内 奈己 Nキューブ 松岡 森井 香織 甲風園テニススクール 室崎

斎郷 美和 ParabolaClub 山内 64 松井 みどり 香枦園テニスクラブ 61 松井

森 昭子 ParabolaClub 岡田 室崎 有規子 香枦園テニスクラブ 室崎

山内 清美 GR８ 62 山内 小笹 陽菜 GR８ 出野 61
岡田 由佳 GR８ 岡田 岩﨑 楓 フリー 山西

内藤 明美 フリー 大黒 63 出野 直子 フリー WO 山本

佐藤 安子 フリー 森川 山西 るみ フリー 大西

大黒 直美 マスクメロン 64 山内 山本 恭子 住友電工 山本 62
森川 幸子 マスクメロン 岡田 大西 紗由美 住友電工 大西

間庭 美恵子 EMTC 間庭 63 岡村 紀子 EMTC 61 山本

篠原 奈緒 EMTC 篠原 矢部 郁子 ネオローン 大西

丸尾 利恵 Nキューブ 62 間庭 川原 真理子 SUPREME 62
田中 和代 Nキューブ 篠原 畑尾 亜紀子 SUPREME

坂口 由希 甲風園テニススクール 60
大野 千佳代 甲風園テニススクール

24 53

25 54

西宮市民大会 女子ダブルスC級

1 30

2 31

3 32

4 33

5 34

6 35

7 36

8 37

9 38

10 39

11 40

12 41

13 42

14 43

15 44

16 45

17 46

18 47

19 48

26 55

20 49

21 50

22 51

23 52

27 56

28 57

29


