
番号 名前 所属

1 森主　達夫 フリー

2 福永　太洋 土山’S

3 島村　佳武 イクステンド

4 中本　九邦 ダイハツ工業

5 中西　智治 土山‘Ｓ

6 河合  佑亮 S project

7 黒田　和樹 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ’81

8 野島　健 三菱重工高砂テニス部

9 大西 成哉 日本製鉄

10 中村　尚樹 土山’S

11 髙原　大 フリー

12 林　　界 土山’S

13 小西　絵斗 TEAM　MARS

14 村主　拓 TEAM　MARS

15 瀧　陸斗 TEAM　MARS

16 村主　崇明 TEAM　MARS

17 福永　雄大 土山’S

18 荒井　理成 土山’S

19 小林　唯人 (株)アシックス

20 松野　正博 COSANAテニスアカデミー

21 足立　直樹 土山’S

22 石川　達也 (株)アシックス

23 石田　翼 ノアHAT神戸

24 澤井　達也 ハーバーテニススタジオ

25 池田　仁 COSANA

番号 名前 所属

1 瀬川　望 BEST，tt

2 川口　美沙 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ’81TC

3 橋本　真季 クアドリフォリオ

一般男子シングルス

一般女子シングルス



番号 名前 所属

中本　九邦 ダイハツ工業

中田　悠伊 ダイハツ練習会

中西　智治 土山‘Ｓ

金瀬　寛志 土山‘Ｓ

吉本　光希 こけこっこ～

河合  佑亮 S project

原田　大地 フラワー

福田　修平 フラワー

南海　誠之 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ姫路

西田　一雄 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ姫路

足立　直樹 土山’S

石川　達也 (株)アシックス

福永　太洋 土山‘Ｓ

福永　雄大 土山‘Ｓ

小牧　裕加 T-Addict

福本　敦也 T-Addict

小西　絵斗 TEAM　MARS

村主　拓 TEAM　MARS

村主　崇明 TEAM　MARS

瀧　陸斗 TEAM　MARS

福山　龍 朝日TC

荒木　俊弥 ノア加古川

山口　裕基 フリー

松本　賢一 フリー

一般男子ダブルス
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名前 所属

1 重政　淳 COSANA

2 大﨑　浩 土山’S

3 原田　大地 フリー

4 原田　竜介 チームグリーン

5 重本　亮 ＢＥＳＰＯ

6 金瀬　寛志 土山’S

7 中村　明英 AGCテニス部

番号 名前 所属

1 印部　泰男 印部TC

2 印部　俊雄 印部TC

3 福永　俊介 土山’S

4 山本　健治 やまけん

5 藤本　佳明 (株)アシックス

6 山崎　信博 KST

番号 名前 所属

1 菊地　耕三 COSANA

2 内泉　勝 三菱重工高砂テニス部

3 神吉　浩 高砂テニスクラブ

4 山本　秀樹 ecole-f

5 西村　寿好 ecole-f

6 吉ケ江　武男 フリー

7 鈴木　秀明 三木ﾛｲﾔﾙTC

8 田宮　豊弘 愛球会

ベテラン男子シングルス35歳以上

ベテラン男子シングルス45歳以上

ベテラン男子シングルス60歳以上



番号 名前 所属

1 湊　朱美 くにじまｲﾝﾄﾞｱｽﾎﾟｰﾂ

2 前川　綾子 宝塚パブリックLTC

3 瀬川　由美 BEST,tt

4 蔵野　由美 サンランドロイヤルTC

5 佐藤　陽子 ファミリーテニスクラブ

6 永濱　千丘 アオノテニスクラブ

7 櫻井　りか 永岡庭球場

番号 名前 所属

1 中尾　智栄子 フリー

2 富久保　尚美 アメニティ園田

3 岡田　洋司子 土山’S

4 平石　寿美代 ミント

ベテラン女子シングルス50歳以上

ベテラン女子シングルス40歳以上



番号 名前 所属

竹原　直幸 ｸｱﾄﾞﾘﾌｫﾘｵ

田村　健 ｸｱﾄﾞﾘﾌｫﾘｵ

村上　憲市 ｸｱﾄﾞﾘﾌｫﾘｵ

石井　崇 ｸｱﾄﾞﾘﾌｫﾘｵ

入江　聰五郎 姫路ローン

宮川　貴志 姫路ローン

印部　泰男 印部TC

印部　俊雄 印部TC

福永　俊介 土山‘Ｓ

宗和　成司 土山‘Ｓ

リンボクリスピンレガラド フリー

桜井　弘明 トップラン

柿崎　仁志 太子TC

澁谷　泰信 ぐらんPa

森崎　綾友 ICU

津田　知英 太子TC

山本　健治 やまけん

川上　好英 やまけん

番号 名前 所属

平石　美和 テンIFT

植野　恵美 垂水スポーツガーデン

三木　一恵 トップラン

池垣　百合 阪急仁川ST

北野　由子 Y'ours kobe 05

木村　絵奈 ｻﾝﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙTC

櫻井　りか 永岡庭球場

藤尾　あゆみ クリスタルプランニング

ベテラン男子ダブルス45歳以上
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ベテラン女子ダブルス40歳以上
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