
男Ａ 男Ｂ1 男Ｂ2 男Ｃ 男35 男45 男B45 男55 男60 男B60 男65 男70 男75

 屋代・西谷 藤井・佐藤  蔵野・山本 木村・古木 佐藤・豊嶋  堀内・小林 

ﾌｧﾐﾘｰ・尼崎市役所 戸の内ｳｲﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ  T.C.COSMOS ノア・宝塚 M:i-4・なにくそ ｲｰｸﾞﾙ・ﾁｰﾑﾄﾞﾝﾄﾞﾝ

 屋代・西谷  道幸・石橋 宮邊・岡田 玉西・河上 佐藤・豊嶋  徳山・佐藤  高田・竹下

ﾌｧﾐﾘｰ・尼崎市役所 C . C レモン  M : I -4  花金ﾃﾆｽｻｰｸﾙ  M:i-4・なにくそ ｻﾝﾗﾝﾄﾞ武庫川 なにくそ・ｸﾗﾌﾞ

佐藤・川端  鶴原・曽我部 奥野・笹川  石塚・貴田 佐藤・豊嶋 申・田中 高田・足立

M : I-4・ｲｰｸﾞﾙ フォーティラブ やんちゃくれ ヤンマー M:i-4,なにくそ  1年1組 なにくそ・ｸﾗﾌﾞ

菊水・山田  吉岡・山脇 梅岡・藤本  脇・古賀  屋代・西谷 諏訪部･矢部  橋本・安部

なにくそ・ク やんちゃくれ･姫島ｸﾗﾌﾞ  S U 梅八 L e v e l  0 ﾌｧﾐﾘｰ・尼崎市役所 住友金属  ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾝﾗﾝﾄﾞ

 山村・小島  竹内・山谷  宮本・下秋  出口・鹿谷  豊山・南口  阿部・森本 難波江・福田

ｱﾌﾟﾛｰﾁﾃﾆｽ.FreeStyle エトセトラ BAL BLANC S U 梅八 グランドスラム T.C.COSMOS ＯＪＭ

西尾・中田 松尾・高垣 細野・長野 原田・小川 西谷・屋代 中手・永山 阿部・橋本

Free Style なにくそ ID HUNK ＸＴＣ サンランド・ファミリー 住友総研 サンランド・ファミリー

石田・中山 渋谷・中島 池上・井手 西谷・富田 小川・原田 小堀・福澤 東・阪本 山中・坂本

WHITE STAR ステイシー ＥＮＮＥ サンランド・ファミリー ＳＵ梅八 サンランド 北摂ク サワーク

西尾・三宅 森本・武田 阪本・西井 枝光・小林 藤田・前田 橋本・石塚 谷口・矢崎

Free Style 梅本ク ハムエモン グランドスラム ENNE ファミリー ＯＪＭ

大林・前田 小澤・小寺 西田・米田 小林・川井 橋本・細川 西谷・秋山 石原・小堀 右近・加山

J.J.JACKS・尼信 三庭会 髙田ﾌﾚｰﾊﾞ グランドスラム・サンランド Ｓ－ＦＩＮ 尼崎市役所・ファミリー サンランド 利昌・アストラル

山本・野島 長井・西田 辰巳・野澤 永田・葉田 谷口・島村

庭球格闘一家 高田ﾌﾚｰﾊﾞｰｽﾞ TEAMVAMOS やくちゃくれ ＯＪＭ

菊地・西山 森岡・速水 中山・山西 内堀・竹内 佐藤・福澤TEAMVAMOS・ 難波江・小掘 山口・加山

クアドリフォリオ ステイシー 住友電工伊丹TC ドラゴンD.T.C サンランド ＯＪＭ・サンランド アストラル

菊地・長浜 大植・宗和 森村・葭中 薮田・村上 後藤・奥野 長澤・鳩野 屋代・秋山 小掘・福澤 谷口・中原

クアドリフォリオ テニスプラザ尼崎 ノア宝塚 Ｂｒｅａｋ Ｒush・WHITE STAR グランドスラム・フレームショット ステイシー ファミリー サンランド ＯＪＭ

伊藤・池田 古賀・鈴木 山崎・岡見 熊岡・原薗 石田・川崎 酒井・辻 斉ヶ原・富田 小嶋・北原 幸田・今津 谷口・橋本 先田・長澤

トップギア F-Port コンセントレーション FreeStyle ホワイトスター ＷＨＩＴＥ・ＳＴＡＲ Ｏ.Ｊ.Ｍ 303TC・茨木サニータウンTC Rスポーツマンクラブ Ｏ.Ｊ.Ｍ・ファミリー ナガサキクラブ

伊藤・池田 前川・仲谷 北野・阿波 熊岡・原薗 熊岡・原薗 谷知・伊藤 中村・民野 小嶋・北原 橋本・谷口 先田・長澤

（トップギア） Parabora Club FreeStyle FreeStyle FreeStyle UITC 甲子園テニスクラブ 303TC・茨木サニータウンTC ファミリー・Ｏ.Ｊ.Ｍ ナガサキクラブ

佐藤・梶本 青木・加藤 前田・高橋 熊岡・原薗 熊岡・高田 荒木・大橋 中井・福澤 井上・福澤 橋本・谷口 村上・地守

姫島クラブ フレームショット KUMEG FreeStyle Freestyle・BEBE 真田山TC サンランド サンランド ファミリー・Ｏ.Ｊ.Ｍ ASTC

広瀬・高木 佐伯・金沢 末久・堀川 長・石橋 森田・伊崎 宮内・脇 中井・福澤 井上・福澤 橋本・谷口 村上・地守

フレームショット J.J.JACS HITMEN M'ｓ SWITCH 三庭会 TEAM VAMOS サンランド サンランド ファミリー・OJM ASTC

古矢・石田 林・吉賀 三宅・肥後 長藤・武田 松崎・太田 布村・住友 福澤・中井 井上・福澤 橋本・吉川 横川・田島

フレームショット セレブテニス 　Team CT 　将軍山TC Team GONGON 　Nキューブ サンランド サンランド 　アストラル チームKワールド

古矢・石田 上村・臼井 熊田・中口 熊岡・中原 赤松・藤井 内田・関 小川・宮内 河上・井藤 井上・石原 谷口・小林

フレームショット WHITE STAR フレームショット ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ・尼崎市役所 XTC MERMAID オンライン アストラル サンランドRTC OJM・ｻﾝﾗﾝﾄﾞ

上野・上野 村上・小物 犬山・村井 武田・薮田 村上・福永 笹谷・松村 渡部・川井 河上・井藤 井上・福澤 小嶋・小堀

大阪ｿｰﾀﾞ Team warawara Parabola Club 将軍山T.C・Break Rush 永岡庭球道場 WHITE STAR サンランド アストラル サンランド ３０３TC・チームKワールド

河原・鳥居 佐藤・松野尾 木全・岩槻 野口・家原 村上・福永 中野・松井 三宅・小林 秋山・冨田 和田・山本 北田・福澤 谷口・小林

インジャーズ チョコミント Parabola Club サウスキャッツ 永岡庭球道場 アイテニスクラブ 三菱電機伊丹 ファミリーテニスクラブ ラモルティ サンランド OJM・サンランド
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女Ａ 女Ｂ 女C1 女C2 女40 女B40 女45 女B45 女50 女55 混合一般 混合90 混合110

<女Ｂ1> <女Ｂ2>

中井・若竹  玉田・外園  八尾・吉田 瑞山・山木

ｻﾝﾗﾝﾄﾞ･ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ リフレッシュ M : I -4  J S クラブ・MTM

中村・南野 廉谷・山内 田中・佐藤  早野・藤村 中村・南野

 E . O クラブ フリースタイル グランドスラム グランドスラム EOｸﾗﾌﾞ

 早野・橘川  井上・佐藤 石谷・大埜  早野・橘川 中島・樋口

グランドスラム スティシー  山の神 グランドスラム Ｏ Ｊ Ｍ

 木村・若竹 大竹・上瀧  松村 ・ 小川 早野・橘川 中村・南野

ｻﾝﾗﾝﾄﾞ･ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 グランドスラム S.T.M ・ぴよぴよ グランドスラム EOｸﾗﾌﾞ・ｻﾝﾗﾝﾄﾞ

 木村・若竹  中西・船橋  阿部・森本  早野・若竹 梶・木本

ｻﾝﾗﾝﾄﾞ・ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎  フレンド・タフ サンランド ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾗﾑ･ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 チーム稲野

橋本・若竹 長安・中堂園 辻・表田 森・川口 小寺・藤村 中島・南野

サンランド WHITE STAR ｶﾞｯﾂV・Tc COSMOS 立花ﾗｹｯﾄｸﾗﾌﾞ ＯＪＭ・サンランド

長安・斎藤 池浦・植村 中村・田阪 中井・岡本 樋口・中島

WHITE STAR ＪS.ク ｼｮｰﾜ販売 サンランド ＯＪＭ

長尾・高貝 福谷・由上 玉田・船橋

Vassie ガッツV ﾘﾌﾚｯｼｭ

若竹・山本 森山・宇都宮 川井・伊勢戸 若竹・山本 岡本・井上

ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ・ｻﾝﾗﾝﾄﾞ ｸﾚｯｼｪﾝﾄﾞ デュース ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ・ｻﾝﾗﾝﾄﾞ <混合100> <混合120> サンランド

齋藤・矢木 彦阪・彦阪 小野・藤井 村上・長安 中島・廣田 長谷川・河野 市川・大塚 木村・矢木 熊岡・岩瀬 小林・田中

サンランド・J.J.JACKS ノアつかしん フレームショット ＷＨＩＴＥＳＴＡＲ ﾌﾚｰﾑｼｮｯﾄ・ NLA 303TC・OJM グランドスラム J.J.JACKS Free Style ｾｲｺｰ・ｻﾝﾗﾝﾄﾞ

華谷・上村 辻・麩山 村上・四宮 <混合100> <混合120> 玉田・船橋 大塚・市川 長・鈴木 加藤・上野 中井・中井

クレッシェンド ハムエモン クアドリフォリオ 秋山・船橋 谷口・中島 リフレッシュ グランドスラム 西尾塾 T.Volcano サンランド

ファミリー・リフレッシュ OJM

岡部・鈴木 清水・福井 有田・辻 村木・本多 嶋津・向埜 <混合100> <混合120> 北野・福家 後藤・上野 岩崎・岩崎 上松・山本 難波江・中西

ＳＵ梅八 桜木クラブ Blue Crew J.Sクラブ ｳｨｷｬﾝドｩｲｯﾄ 秋山・船橋 長谷川・河野 Free Style T.Volcano Team UG 住友電工伊丹TC OJM

ファミリー・リフレッシュ 303TC・OJM

小泉・藤尾 井川・中川 蜂須賀・松浦 長安・由上 重坂・村橋 玉田・船橋 外薗・赤松 岩﨑・岩﨑 加藤・上野 難波江・中西

フライデーナイト カクテル企画 カクテル企画 ＷＨＩＴＥ・ＳＴＡＲ J.Sクラブ リフレッシュ リフレッシュ TeamUG・J.J.JACKS T.Volcano Ｏ.Ｊ.Ｍ

長安・由上 森本・池田 内田・有田 長安・由上 内田・有田 玉田・船橋 河野・相良 石橋・山里 大野・田畑 福澤・蔵野

WHITE STAR MEAMAID ｳｨｷｬﾝドｩｲｯﾄ WHITESTAR ｳｨｷｬﾝドｩｲｯﾄ リフレッシュ OJM SWITCH リバーTC・ENNE サンランド

清水・清水 松田・森岡 中井・木ノ本 玉田・船橋 　 米岡・小林 玉田・船橋 中西・管 片山・片山 辻・小泉 難波江・中西

FBTC Teamビースト MERMAID リフレッシュ システムギア リフレッシュ OJM・リフレッシュ サンランド フライデーナイト OJM

澤井・川口 江原・内田 白田・田中 中谷・菅 苗村・浦 玉田・船橋 早野・若竹 広瀬・祖一 加藤・上野 花本・渡部

フレームショット セルフィッシュ トップギア TEAM VAMOS テニスプラザ尼崎 リフレッシュ カクテル企画・テニスプラザ尼崎 フレームショット T.Volcano サンランド

安達・谷 重坂・田中 林・木川 木村・畑中 木村・笹尾 西山・林 玉田・船橋 三田村・中村 酒井・酒井 難波江・中西

トップギア・サンランド J.Sクラブ フィーリングテニス コンセントレーション J.Sクラブ 　サンランド 　リフレッシュ クアドリフォリオ WHITE STAR OJM

清水・小林 辻・中村 門脇・林 長安・由上 岡嶋・木須 清水・佐藤 麸山・森本 三田村・加藤 辻・小泉 秋山・船橋

永岡庭球道場 水曜会 WHITE STAR WHITE STAR 住化分析センター 永岡庭球道場 ハムエモン・JSクラブ クアドリフォリオ フライデーナイト ファミリー・リフレッシュ

木全・山本 前川・宮内 牧野・徳野 稲別・清水 安田・猿渡 稲別・清水 玉田・船橋 広瀬・平田 石橋・荒木 酒井・酒井

Parabola Club ネオローン ＳＥＬＦＩＳＨ 永岡庭球道場 TTAS 永岡庭球道場 リフレッシュ TeamUG クレッシェンド＋ 甲子園テニスクラブ

武田・清水 小林・北尾 長町・渡辺 清水・亀岡 角間・山川 清水・亀岡 山口・山本 前野・古出 中辻・高村 辻・小泉

永岡庭球道場 LaSH フィーリングテニス 永岡庭球道場 TCKY 永岡庭球道場 リフレッシュ・住友電工 クアドリフォリオ Team GON GON フライデーナイト
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過　去　戦　績　　市民スポーツ祭　女子・混合
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