
チーム名 備考

森崎 尚子 柚野 信子 北村 ひろみ 大矢根 由佳

Drive.B.B トップラン トップラン ステップワンTS

石原 まり子 前田 由美子 三浦 洋子 松永 きよみ

香枦園 宝塚PLTC TASU-club コスパ神崎川

小島 智美 伊東 育子 松田 かつゑ 山村 納奈子

TASU-club 星和高原TC 星和高原TC 香枦園

中尾　みゆき 藤澤 慶子 安達 典子 波戸 薫

チーム丸尾 チーム丸尾 チーム丸尾 一般

藤沢 かおる  鷹取 典子 平野 麻美子 山元 加奈子

ノア西宮 阪急仁川TS 香枦園 香枦園

古舞 直実 小室 利美 日尾 温子 奥野 千鶴

ステップワンTS ロベリア Sテニス 岩田特戦隊

笹尾 陽子 木村真弓 古庄信子 福本麻紀

松田テニス塾 松田テニス塾 テニスアメニティ園田 宝塚PLTC

高畑　和美 森 幸江 田中　秋恵 大島　有香

岩田特戦隊 松田テニス塾 ステップワンTS TC三田

大原 芳子 中安 明子 村脇 佳子 茂木 祐子

ユニバー神戸 ユニバー神戸 ユニバー神戸 ユニバー神戸

徳山　宏子 塩住 たまき 中津 妙子 佐伯　菜央

TASU-club 星和高原TC 一般 ITCいぶきの森

松山 みか 大森 悦子 光冨 寛海 中村 亜貴子

阪急仁川TS 本山スポーツ 松田テニス塾 阪急仁川TS

風間 和美 岩崎 佳苗 古井 悦子 広岡 聖子

トップラン  Run up 一般  TS-書写

尾﨑 久美子 高寺 裕子 筧中 幹代 中野 真紀

松田テニス塾 サンランドロイヤル 松田テニス塾 香枦園

大林 恭子  野口 保子 渡部 秀子 駒田 るい子

多田ハイグリーンTC 宝塚PLTC 宝塚PLTC 多田ハイグリーンTC

恩田 綾子 田中 縁 青木 ゆう 鈴木 昌美

わくわく稲美TC わくわく稲美TC わくわく稲美TC わくわく稲美TC

黒川 恭子 川崎 由佳 清水 可奈子 湯澤 理香

香枦園 香枦園 パインTC サンランドロイヤル

平田 裕子 崎浴 三奈子 片岡 典代 上谷 るみ

TC三田 TC三田 TC三田 TC三田

本郷京子 真田裕子 澤田一恵 石井規世美

トップラン  TS-書写 Sテニス Sテニス

藤井 宜子 有年 日登美 西村 容子 山中 美穂子

芦屋シーサイドテニス 星和高原TC 芦屋シーサイドテニス 阪急仁川TS

越智 ゆり 東川 宏美 江崎 知子 臼井 真由美

ラケットパルTC ジュ・ド・ポーム ラケットパルTC グランプラス

中野 裕子 丸山 麻里子 久保田 美鈴 瀧本 友見

TC三田 FAB ロベリア ロベリア

西川 名美 西山 由紀子 手川 美奈子 木村 智美

一般 一般 TC三田 ITCスカイコート

小林 佳子 海山 美夜子 星野 雅子 仲林 尚子

多田ハイグリーンTC ラケットパルTC 多田ハイグリーンTC 多田ハイグリーンTC

福井 美由紀 神田 喜代子 木根淵 典子 小山　ゆかり

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 多田ハイグリーンTC

JLTF HYOGO　4人1組 ステップ 1.2 団体戦

1 のらくろシスターズ

2019年9月17日（火）　吉川総合公園テニスコート

4 チーム丸尾

3 スタータッセル

2 W213 & youko

7 べりーぐっど

6 ミックスナッツ

5 はなよりだんご

10 TS姉妹

9 チャレンジャー

8 マリーゴールド

13 フランソワーズ

12 目指せ爆笑テニス

11 プラスマインド

16 セプテンバー

15 チーム ゆるふわ

14 アイスクラッシュ

24 モグモグカルテット

23 ウインターノーズ

22 チーム にっしん

18 春うらら

17

21 おちついていきや～！

20 ポーラスター

19 お暑つ～ございます

ふぁいとでGO


