
チーム名 備考

湯澤 理香 山本　裕子 麩山　みちよ

サンランドロイヤル サンランドロイヤル サンランドロイヤル

福嶌 由美子 日尾 温子 奥野  千鶴

ITCスカイコート Sテニス 岩田特戦隊

鈴木 賢美 稲垣 博子 池垣 百合

Trantotte TC神戸 阪急仁川TS

星野 雅子 谷河 聖子 小林 佳子

多田ハイグリーンTC 多田ハイグリーンTC 多田ハイグリーンTC

笹尾　陽子 木村　真弓 古庄 信子

松田テニス塾 松田テニス塾 テニスアメニティ園田

李　美奈子 滑川　富子 森本　里美

松田テニス塾 ユニバー神戸 サンランドロイヤル

池浦 政子 井上 裕紀子 久世 京子

松田テニス塾 松田テニス塾 コテツ

黌農 佳永子 木原 紀子 中村 亜貴子

サークルS 一般 ルーセント豊中

坂根　咲央里 藤澤　慶子 渡邊　豊恵

香枦園 チーム丸尾 ロベリア

岡 智香 河野 節子 中尾 裕子

香枦園 宝塚パブリックローンTC TASU-Club

福島 真里子 稲田 美由紀 西尾 みゆき

宝塚パブリックローンTC 宝塚パブリックローンTC ノア宝塚

大村 幸子 亀井 直美 隠岐 京子

ロベリア JS娯楽部 梅塾

木村 智美 谷原 元子 手川　美奈子

ITCスカイコート 一般 TC三田

小林 純子 水倉 容子 村上 雅子

パナチルドレン 芦屋シーサイド 宝塚パブリックローンTC

井垣 朋子 松田 真朱美 上田 美津子

ロベリア 香枦園 TRTA

有年 日登美 藤井 宜子 井上 ゆきみ

星和高原TC 芦屋シーサイド 香枦園

中嶋 ゆり子 尾﨑 久美子 筧中 幹代

松田テニス塾 松田テニス塾 松田テニス塾

八川 三保子 宇都宮 陽子 山中 洋子

松田テニス塾 フレンド 松田テニス塾

石原 まり子 川崎 由佳 福岡 秀実

香枦園 香枦園 香枦園

内田 和子 藤井 優子 芝好 綾子

CIRCLE  S
ダンロップTS六甲
ダンロップTS六甲 一般

宮路 知子 伊藤 裕美子 喜多 あゆみ

TASU-Club ル・クールTA オーランドTC

渡部 裕子 小山 利枝 阪上 亜希子

C&D 一般 C&D

久保 充代 石田 智代 中村 和恵

松田テニス塾 松田テニス塾 松田テニス塾

吉富 五十鈴 徳永 麻子 小谷 真弓

芦屋シーサイド 芦屋シーサイド 芦屋シーサイド

松田 希 森岡 照江 谷 真由美

コスパ神崎川 ノアHAT神戸 サンランドロイヤル

阪下 利香子 加藤 園子  河野 准子

SITC 松田テニス塾 宝塚パブリックローンTC

平峰 真由美 山下 直美 李  陽子

松田テニス塾 コスパ神崎川 O.T.P

冨山 美麗 宗和 千代 庄　千春

阪急仁川TS 一般 一般

矢田 有加 東井 真奈美 古澤 裕子

芦屋シーサイド 香枦園 芦屋シーサイド

松持 知子 森脇 三穂 飯田 啓子

阪急仁川TS サウサリート サウサリート

2 Oceans

3  柄柄柄

JLTF兵庫3人1組団体戦

1 くるみ餅

2019年10月8日（火）　芦屋シーサイドテニス

6 すくすく育てて

7 スィーツパラダイス

4 ランチの女王

5 べりーぐっど

10 サーブダッシュ

11 One-up

8 玉乗り蛙

9 ローズマリー

14 COMETS

15 まいうー

12 チームKOO

13 タンタンタン

18 マリーゴールド

19 若いパワーを貰いましょ！

16 レッドスムージー

17 リリーズ2

ライナス

23 ミラクルパンジー

20 カクゲンシ

21 チャーリー

22

30 ぐっじょぶ

28 SST

29 テイクアップ

26 とらトラ虎子

27 アシスト

24 なんでもえーやん

25 カモミールティー


