
男Ａ 男Ｃ 男35 男45 男B45 男50 男55 男60 男B60 男65 男70 男75

天羽秀介 真鍋 有 小野嘉隆 伊村貴宏 塩見　正昭 黒田聖一 大島俊計 中山清志 右近克巳

(FreeStyle) (やりまっせ) (ｲﾝﾌｨﾆﾃｨ) (ＮＴＡ) (ファミリー) (ＫＴＣ) (ＡＡＡ)  (アプローチ) (利昌工業)

坂田郁夫 福重卓宏 小山泰典 中田浩一 柳橋秀典 田元 明 南口健一 増田秀之 足立長彦

(夫婦池) (タフ) (三菱電機) (尼崎共済) (Vassie) (ＳＰＰ) (ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾗﾑ) (ノア宝塚) (サンランド)

松村勇輝

(ＨＯＷＤＹ)

尾崎正敏 中野芳郎 西川勝久 池上浩幸 柳橋秀典 笠原 薫 佐藤静也 屋代春幸 上岡君義 髙田博紀

(ＹＫＴＹ) (WHITE・S) (ファミリー) (ＥＮＮＥ) (Vassie) (庭球格闘一家) (サンランド) (ファミリー) (セキスイ) (なにくそ)

三木俊介

(ＫＳＫ)

川端幸治 佐々木悠 鳩野哲也 堀 直樹 西澤正行 高岡利明 塩見正昭 正門俊彦 中山清志 髙田博紀

(イーグル) (ステイシー) (ステイシー) (産技短大) (住友電工) (日油) (サンランド) (サンランド) (アプローチ) (なにくそ)

西田圭佑 古矢智弘 原田伸浩 日野 功 塩見正昭 北村雄二 大毛義弘 南口健一 小堀嘉朗 阪本義和

(髙田ﾌﾚｰﾊﾞｰ) (フレーム・Ｓ) (ＳＵ梅八) (フレーム・Ｓ) (サンランド) (ｸｱﾄﾞﾘﾌｫﾘｵ) (アストラル) (ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾗﾑ) (サンランド) (北摂テニス)

福永 淳 岡本伸吾 小林慎吾 坪上　昌弘 矢部　健 佐藤静也 大島俊計 増田秀之 上岡君義

(ＷＨＩＴＥ・ＳＴＡＲ) (ＳＵ梅八) (Ｈｏｗｄｙ！) (サンランド) （庭球格闘一家） （TEAM VAMOS) （ＡＡＡ） （ノア宝塚） （Ｔ．ＡｓＯｎｅ）

前澤　成享 森　正明 田中文浩 原田　義彦 百々　猛志 小林慶彦 坪上昌弘 佐藤静也 大島俊計 加山　仁

(J.J.JACKS） （Craft Tennis Club） （すてころ) （アバンテージ) （ｻﾝﾗﾝﾄﾞＴＣ） （姫島クラブ） （ｻﾝﾗﾝﾄﾞ) （ＴＥＡＭ ＶＡＭＯＳ） （ＡＡＡ） （アストラル）

福永 淳 大山貴成 小園井大樹 山本晋也 高橋雅夫 高橋浩 齋ヶ原 勝則 佐藤静也 平賀恒男 谷康治

（ＷＨＩＴＥ・ＳＴＡＲ） （J.J.JACKS） （SU梅八） （Parabora Club) （グランドスラム） （クボタ） （Ｏ.Ｊ.Ｍ） （Team VAMOS） （グランドスラム） （住友精密）

増田翔 飯田寿人 高橋雅夫 御堂建自 塩見正昭 塩見正昭 大島俊計 後藤和正

サウスキャッツ (トップギア) (グランドスラム) (チーム・THE・呑) (サンランド) (サンランド) (A.A.A) (ASTC)

三木康太郎 有木陽介 橋坂健太郎 上川新太郎 伊崎一哉 有浦太郎 矢部 健 塩見正昭 中西雅治 樋口雄幸

(ええねんTC) (コンセントレーション) (team warawara) （SELFISH) (三庭会) (トップギア) (クボタ) (サンランド) (アストラル) (甲子園 TC)

広瀬公二 服部優弥 佐伯優勇 水島信次 今井 淳 太田輝彦 塩見正昭 塩見正昭 中西雅治 樋口雄幸 竹下友基

(フレームショット) (KUMEG) (J.J.JACKS) (フォーティラブ) (Vassie) (Team GONGON) (サンランドTC) (サンランドTC) (アストラル) (甲子園 TC) (アイ・TC)

中田大貴 福田州也 辻　一郎 山本真也 高橋雅夫 加藤正隆 今井 淳 河上光次 塩見正昭 樋口雄幸 山口幹夫

(team warawara) (尼崎市役所) (フライデーナイト) (三菱電機伊丹) (グランドスラム) (レッズ) (Vassie) (アストラル) (サンランド) (甲子園 TC) (アストラル)

釘田悦男 木下貴史 福永淳 荒木治 今井 淳 坪上昌弘 塩見正昭 松田清隆 加山仁

(サンランド) (三菱電機伊丹) (クアドリフォリオ) (真田山TC) (Vassie) (サンランド) (サンランド) (チームKワールド) (アストラル)

小堀嘉朗

(チームKワールド)

上野　泰弘 井出　耕介 坂本　朝和 中村　悦郎 増田　翔 赤松　創 釜野　博臣 立原　博 川井　ふみひと 佐々木　康治 黒田　聖一 南口　健一 椿山　政行

大阪ソーダ レッズ 三菱電機伊丹 水曜会 サウスキャッツ TEAM AMTEC チームフォレスト サンランド サンランド 大阪ソーダ KTC大将 グランドスラム 利昌工業

          過　去　戦　績　　シングルス　男子
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R1
岩崎和也

(Parabola Club)
片渕昇平

(HITMEN M'ｓ)
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H30

H28

H26

H27
山本慎太郎
(ヤンマー)

新井秀明
(Blue Crew)
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H19
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女Ａ 女Ｂ 女Ｃ 女45 女B45 女50 女55 少年 少女

粉川弘子 横本涼子 高寺裕子 市川由美子 橋本健太 田中桃子

(ＡＡＡ) (東洋精機) (ノア宝塚) (ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾗﾑ) (TＡ園田) (ステイシー)

粉川弘子 有竹賀子 荒池宝 山川友枝 橋本健太 貝原沙也香

(ＡＡＡ) (サンランド) (ﾄﾘｯｷｰｽﾞ) (テニキチ) (TＡ園田) (園田学園)

田窪真弓

(ＡＯＣ)

粉川弘子 宇都宮陽子 南 久子 石橋規子 藤井洸真 釜江玲奈

(ＡＡＡ) (ＯＪＭ) (ｱﾝﾃｨｰｸ) (サンランド) (フレーム・Ｓ) (園田TCO)

彦坂穂香

(グンゼ)

粉川弘子 山内理恵子 清水ふみ 石橋規子 山川友枝 宇山光咲

(ＡＡＡ) (サンランド) (ＶＡＭＯＳ) (ＶＡＭＯＳ) (サンランド) (園田カレッジ)

永田晴美 坂本美保 栗本早貴 宇都宮陽子 小泉三奈子 大植　駿

(サンランド) (ＶＡＭＡＳ) (WHITE・S) (ＯＪＭ) (ファミリー) (ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ)

河野　愛 島居美登里 四軒町仁美 藤村　純子 坪井貴美子 水口　凌 野崎　梨寧

（アンティーク） （ｱｲ・ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ） （Ｖａｓｓｉｅ）
（永岡庭球道

場）
（真田山　ＴＣ） (立花中学校) (園田学園)

脇本郁子 貰田　圭子 山下奈美子 林　いほり 小泉美奈子 辻　幸子 水口　大勢

(J.J.JACKS） （三庭会） （TEAM VAMOS) （ｻﾝﾗﾝﾄﾞ） （ﾌﾗｲﾃﾞｰﾅｲﾄ） （甲子園TC） （日新中）

脇本郁子 田畑由紀 安達裕子 佐々木由紀子 小泉美奈子 渋谷英津子 高橋大地

（J.J.JACKS） （チームENNE） (庭球格闘一家） （チームKワールド） （フライデーナイト） （アイ・TC） （立花中）

谷山愛美 藤本美由紀 能勢智子 島居美登里 森井偉久子 森崎慶真 稲飯まこ

(トップギア) (トップギア) (アイＴＣ) (アイTC) (三庭会) (立花中学校) (テニスプラザ尼崎)

田畑由紀 船橋美好子 審佐和子 能勢智子 酒井真由美 市川由美子 塚本 泰成 高田望月

(チームENNE) (リフレッシュ) (Nキューブ) （アイ・TC） (甲子園TC) (グランドスラム) （立花中） （テニスアメニティ園田）

橋由美 木全 桃子 岩村怜奈 橋由美 酒井真由美 若竹智佳恵 パティスなな

(チームKワールド) (Parabola Club) (フレームショット) (チームKワールド) (甲子園 TC) (テニスプラザ尼崎) (アメニティ園田)

西村あい子 橋本真弓 大谷真里子 川北敦子 宮田洋子 永栄 順子

(J.J.JACKS) (FBTC) (チームENNE) (アイ・テニスクラブ) (カクテル企画) (甲子園TC)

パティスなな 前田みなみ 奥田 彩 舩木まゆみ 浦理英 久村聖子

(Parabola Club) (Sabato) (Free Style) (グランドスラム) (フライデーナイト) (OJM)

春田陽向

(テニスアメニティ園田)

高木　麻菜 奥田　彩 川端　由美子 川本　清美 安達　裕子 島居　美登里 蜂須賀　偵子

トップギア Free Styｌe カクテル企画 真田山TC トップギア アイテニスクラブ カクテル企画

R2

　　　     過　去　戦　績　(シングルス)　女子　少年・少女
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R1

H29

H30
荒木登椰
(SELFISH)

H27
脇本郁子

(J.J.JACKS)

H28

H25
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