
NO

河原 鳥居 盛谷 徳岡 大林 前田 加藤 池本

佐藤 松野尾 柴田 嶋田 坂本 中谷 三浦 冨永

木全 岩槻 川人 小牧 大倉 末吉 内藤 田口

野口 家原 加藤 池本 木村 岡島 久保 岩崎

村上 福永 白木 北垣 上田 武田 薮田 新田

中野 松井 清水 多田 大河内 谷田 門馬 栗田

三宅 小林 西村 御堂 山西 北村 渡部 川井

秋山 冨田 三宅 小林 河上 井藤 前田 竹谷

和田 山本 吉永 白髪 吉野 小川 玉田 山中

北田 福澤 難波江 山田 右近 長尾 橋本 吉川

谷口 小林 赤松 樋口 難波江 中原 松井 宿久

武田 清水 香川 荒池 内田 江原 鈴木 須加

小林 北尾 古川 加藤 亀山 青田 倉谷 安倍

長町 渡辺 繁綱 久保 西川 平木 小松 江原

清水 亀岡 小林 安達 辻 水方 山内 山村

角間 山川 安田 猿渡 松持 中村 向井 釜中

清水 亀岡 小野 中川 長安 笠松 西山 林

山口 山本 南 矢川 中西 菅 河原 須永

前野 古出 鹿嶋 髙田 山本 本田 吉本 高木

中辻 高村 碓井 清水 神田 赤木 安達 田中

辻 小泉 平賀 段 酒井 酒井 橋本 下村

西村 徳 阿部 栗田 山下 松永 大城 増井

阪田 半田 大久保 石丸

オンライン

9 男子 B級60歳以上
ラモルティ オンライン

12 男子 75歳以上

11 男子 70歳以上

LaSH アバンテージ Free Style

18 女子 50歳以上

13 女子 A級

14 女子 B級

17

7

24

19 女子 55歳以上

甲子園TCフライデーナイト AKG29

トップギア

クアドリフォリオ

Team GON GON

トップギアクアドリフォリオ

トップギアチームフォレスト

チームKワールド

ファミリーTTAS

23

20 混合 一般

21

22

8 男子 60歳以上

永岡庭球道場

10 男子 65歳以上
サンランド

15 女子 C級

16 女子 45歳以上

フィーリングテニス

6 男子 B級45歳以上

永岡庭球道場 J-J-JACKS三菱電機伊丹

J-J-JACKSサウスキャッツ

5 男子 45歳以上

男子 35歳以上
J-J-JACKS

準優勝 第　３　位優勝 第　３　位

テニス　パレード

ＳＥＬＦＩＳＨ三菱電機伊丹

シャインマスカット

4

サンランド

Teamビースト

利昌工業・アストラルOJM

混合

甲子園TC

アバンテージ

Parabola Club

令和4年度　第72回　尼崎市民スポーツ祭テニス大会

2 男子 B級

3 男子 C級

チョコミント

J-J-JACKS・尼崎市役所 J-J-JACKS
1 男子 A級

種　　　　目

インジャーズ

PEACE

90歳以上

110歳以上

本線平日レデイース

プラネッツTC

トップギア

アストラルファミリーテニスクラブ

アイテニスクラブ オンライン

永岡庭球道場 WHITE STAR

女子 B級45歳以上

男子 55歳以上

混合

J.Sクラブ

Vassie 永岡庭球道場・三庭会

Break Rush

ハムエモン

三菱電機伊丹

OJMOJM・サンランド サンランド

サンランド

TeamUG

ＫＵＭＥＧ

住友電工三菱電機伊丹

オンライン ファミリー

アストラル

オンライン

平日レデイース コンソレ
フレームショット トンちゃんクラブ・ステイシー

Team GON GON

ＳＥＬＦＩＳＨ

ｻﾝﾗﾝﾄﾞ・ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎　LaSH・トップギア

OJM・リフレッシュ

J-J-JACKS F-Port永岡庭球道場

リフレッシュ・住友電工

クアドリフォリオ

大阪ソーダ・ハムエモンウィキャンドウイットハムエモン木曜会

Nキューブ 真田山TCTTASTCKY


