
チーム名 1 2 3

米岡 朋子 松長 真紀 村上 雅子

ノア西宮 テニスプラザ尼崎 宝塚パブリックローンTC

木落 民子 川島 純子 中村 亜貴子

ノア西宮 甲子園TS 阪急仁川TS

高見 ひとみ 竹内 由紀 福村 里紗

Trantotte TC神戸 一般

西村 麻祐美 藤井 恵子 松本 順子

松田テニス塾 まっぽん 宝塚パブリックローンTC

水田 正名 藤原 知美 中井 玲子

香枦園 TC神戸 TC神戸

西川 名美 手川 美奈子 石田 理恵

一般 ＴＣ三田 たかしょう5

土井 友里子 浦上 久仁子 長佐古 円

ラケットパルTC ラケットパルTC 一般

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

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

中谷千文 白瀬千富 長目さつき

協同学苑 協同学苑 香枦園

内田 和子 田中 礼子 藤井 優子

CIRCLE  S CIRCLE  S
ダンロップTS六甲
ダンロップTS六甲

山本 裕子 麩山 みちよ 湯澤 理香

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

審 佐和子 小島 智美 澤田 桃子

松田テニス塾 TASU-Club ルーセント豊中

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

安達裕子 白田篤子 田中麻里

香枦園 TC神戸 TC神戸

田中美樹 岩崎京子 稲垣博子

Run up 岩田特戦隊 TC神戸

寺田勢津子 奥田久美子 藤澤　慶子

TC神戸 Sテニス チーム丸尾

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

新堂さゆり 植田アツ子 山崎育代

松田テニス塾 松田テニス塾 松田テニス塾

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

李　美奈子 森本　里美 滑川　富子

松田テニス塾 サンランドロイヤル 星和高原TC

中川美津子 木村千夏 飼馬あゆみ

一般 GR8 TC神戸

阪下 利香子 野村よし子 井上裕紀子

SITC 宝塚パブリックローンTC リフレッシュ

飯田啓子 野村芳子 山口仁美

サウサリート 松田テニス塾 宝塚パブリックローンTC

田中あゆみ 北山由華 長智恵子

サウサリート 香枦園 一般

石末満里 武田智香 田口亮子

カクテル企画 TASU-Club 一般

相澤明美 佐野陽子 曽谷亜由美

須磨離宮TS 宝塚パブリックローンTC S-SHOT

渡部 裕子 小山 利枝 宮路 知子

C&D 一般 TASU-Club

黒川恭子 油納直子 川崎 由佳

香枦園 香枦園 香枦園

松持 知子 岡田綾 森脇 三穂

阪急仁川TS 香枦園 サウサリート

26 3ディグリーズ

27 はばたん

24 スターダスト

25 お気楽さん

30 ハナキン

28 LINK

29 KYK

アルストロメリア

23 フルーツバスケット

20 リリーズ3

21 すくすく育てて

22

18 マリーゴールド

19 ミラクルパンダ

16 パワーパフガールズ

17 にゃんとも

14 サーブダッシュ

15 安全運転でいきます！

12 くるみ餅

13 てにする

10 永遠にアオハル

11 カクゲンシ

8 オーシャンズ3

9 ランチの女王

6 チームRTF

7 パーケラアイ

4 ぴっころ

5 ボール拾い隊

2 ムーミン

3 パープル

JLTF兵庫3人1組団体戦

1 ルーチャンズ

2020年2月18日（火）　芦屋シーサイドテニス


