
NO

堀田 若園 古矢 石田 大林 前田 岩崎 新井

東中村 桑原 真野 江端 静間 上岡 中 高濱

小林 濱田 川上 橋本 上野 川上 米井 杉山

福田 原田 湯川 野口 池本 加藤 池田 佐倉

太田 乙部 石田 中山 片山 妹尾 長藤 武田

明神 藤本 東浦 難波 楠本 谷本 上野 平田

岸田 吉川 三宅 小林 下川 御堂 渡部 川井

秋山 冨田 安富 山本 中井 福澤 松井 中村

中村 松井 難波江 山田 舟津 福田 小嶋 北原

小堀 小嶋 村上 地守 常次 桑原 川上 城

高村 三苫 野津 平田 林 西山 奥本 井上

岡本 日下 上野 川崎 田口 太田 瀧川 島岡

野口 茶谷 相原 北口 本久 岡本 藤田 奥田

長安 由上 杉本 池田 小林 安達 湯川 多田

高科 角田 小西 伊藤 木原 玉田 田中 三島

稲別 清水 山崎 永岡 清水 角 長谷川 由上

蔵野 永岡 玉田 船橋 中西 管 岡 内田

吉池 平田 鹿嶋 中村 前野 古出 井上 井上

中辻 高村 河上 東 阿字地 谷本 石橋 荒木

辻 小泉 酒井 酒井 上松 山本 小堀 下村

岩崎 香川 大井 大城 植北 堀江 小林 倉橋

Teamビースト

Teamビースト

クアドリフォリオ

クレッシェンド＋

チームKワールド

永岡庭球道場 リフレッシュ OJM・リフレッシュ

GET JUNES AGAIN

トップギア

J-J-JACKS

サンランド

三菱電機伊丹

サンランド

Team GON GON インジャーズ サンランド トップギア

Teamビースト

Lash・トップギア

チームフォレスト

振ります会＠関西

ファミリーテニスクラブ アストラル 甲子園テニスクラブ

チームKワールド ASTC ASTC ASTC・OJM

真田山TCのびりん´Sてにっしゅ Parabola Club

ネオローン ハムエモン サンランド

振ります会＠関西

カクテル企画 TEAM　AMTEC J-J-JACKS

ＫＴＴ サウスキャッツ チームフォレスト

21 少年

18 混合 一般

19

20

混合

混合

90歳以上

110歳以上

5 男子 45歳以上

男子 35歳以上4

6 男子 B級45歳以上

第3位

令和3年度 尼崎市体育協会会長杯・尼崎市長旗テニス大会

Parabola Club

2 男子 B級

3 男子 C級

準優勝 第3位

システムギア

フレームショット J-J-JACKS・尼崎市役所
1 男子 A級

種　　　　目 優勝

ＫＴＴ

尼崎信用金庫

ＭＥＡＭＡＩＤ

7 男子 55歳以上

8 男子 60歳以上

9 男子 65歳以上
甲子園テニスクラブ OJM セミ・ファイナル（Ｓ-ＦＩＮ） ３０３TC

16 女子 50歳以上

クアドリフォリオ

WHITE STAR

ＫＵＭＥＧ トップギア

13 女子 C級

14 女子 40歳以上

15 女子 B級40歳以上

10 男子 70歳以上

フライデーナイトTeamGreen ・TeamPハムエモンTeamUG・J-J-JACKS
平日レデイース22

17 女子 55歳以上

フライデーナイト 甲子園テニスクラブ 住友電工伊丹TC

クレッシェンド＋

クアドリフォリオ

アストラル

インジャーズ クアドリフォリオ

Team GON GON

11 女子 A級

12 女子 B級
Tennis parade

チョコミント オンライン オンライン Parabola Club

Nキューブオンライン J.Sクラブ プラネッツTC

WHITE STAR 永岡庭球道場

永岡庭球道場 永岡庭球道場


