
ゴールド ステップ５・４（Ａクラス）

1 佐野 陽子 宝塚パブリックTC 荒山 智子 宝塚パブリックTC

2 小島 智美 TASU-club 曽谷 亜由美 S-SHOT

3 下村 有加 一般 竹内 未宝 一般

4 審 佐和子 コスパ神崎川 松持 知子 阪急仁川

5 三木 一恵 トップラン 鈴木 生 トップラン

6 出口 良子 ＴeamーＦ 小物谷 雪子 ＴeamーＦ

7 小林 温子 ノア西宮 田中 久美 トップラン

8 川口 まゆみ ITCいぶきの森 中塚 文子 ユニバー神戸

9 中澤 恵子 Runup 山中 和子 宝塚パブリックLTC

10 水鳥 美津子 TS-書写 大橋 扶企子 TS-書写

11 西村 美緒 ユニバー神戸 鶴見 裕子 Runp

12 松田 希 コスパ神崎川 谷 麻由美 サンランドロイヤルTC

13 竹内 多香子 すま離宮TS 黒崎 育美 すま離宮TS

14 池垣 百合 阪急仁川TS 小林 真樹子 芦屋国際LTC

15 長安 幹子 ロベリア 片山 直子 サンランドRTC

16 米岡 朋子 ノア西宮 生島 恵理子 ノア西宮

17 佐々木 惠子 Team-F 山脇 千佳子 UNIT

18 江原 千晶 住友総合ダンロップ 内田 美智代 阪急仁川

19 岩﨑 京子 岩田特戦隊 山本 美奈子 ノアBM

20 福永 奈美 ロベリア 水方 紀代 香枦園

21 左近 文代 宝塚パブリックローンTC 山口 仁美 宝塚パブリックローンTC

22 白田 篤子 TC神戸 田中 麻里 TC神戸

23 北浦 榮子 ユニバー神戸 小森 則子 協同学苑TC

24 植野啓子 Sテニス 池野 友美 Sテニス

25 下岸 眞代 カクテル企画 丸山 里夏 ピップ（株）



シルバー ステップ３（Ｂクラス）

1 根木 亜希 トップラン 岡本 晶子 ノアBM

2 橋本 尚美 川西市ローンテニスクラブ 小山 聖子 万博

3 長佐古 円 一般 川人 由加里 Do-planning

4 鷺坂 優子 阪急仁川TS 大森 悦子 本山インドア

5 矢田 有加 阪急仁川TS 古澤 裕子 芦屋シーサイドテニス

6 前田 京子 ロベリア 岩本 ユリ子 宝塚パブリックＬＴＣ

7 木村 真弓 松田テニス塾 笹尾 陽子 松田テニス塾

8 井関 純子 ロベリア 渡邊 豊恵 ロベリア

9 飯田 啓子 サウサリート 小野 益美 TC神戸

10 光冨 寛海 松田テニス塾 松山 みか 阪急仁川TS

11 福嶌 由美子 Sテニス 武村 真由美 Sテニス

12 山村 納奈子 香櫨園 川端 美春 香櫨園

13 中尾 裕子 TASU-club 前川 綾子 宝塚パブリックLTC

14 薦田 妙子 TASU-club 阪上 由美子 do-planningclub

15 岡 智香 香枦園 岡田 綾 香枦園

16 菊池 奈緒美 トップラン 荒木 三千代 トップラン

17 赤井 智美 一般 三好 真依子 一般

18 井上 英美 サンランドロイヤル 新堂 さゆり 松田テニス塾

19 村上 由紀 阪急仁川 油野 陽子 ノア西宮

20 宮路 知子 オーランドＴＣ 小西 真琴 一般

21 藤井 優子 ITC六甲 田中 礼子 Circle S

22 松本 明子 西神NTG 鶴本 恭子 西神NTG

23 アイザワアケミ 須磨離宮TS 正井 雪江 ミズノ和田岬

24 内田 和子 CIRCLE S 福本 麻紀 宝塚PLTC

25 上野 麻紀 TC神戸 堤 圭香 TC神戸

26 中山 里茶 香枦園TC 石田 真美 阪急仁川

27 清水 可奈子 フレンド 湯澤 理香 サンランドロイヤル

28 古庄 信子 阪急仁川 安田 ゆり子 グランプラス

29 奥野 千鶴 Sテニス 日尾 温子 Sテニス

プラチナ ステップ55（55歳以上）

1 早野 知実 ｶｸﾃﾙ企画 川島 純子 ﾉｱ西宮

2 小林 晴美 香枦園 松永 恵子 香枦園

3 沢辺 悦子 サンランド 野村 芳子 一般

4 内野 鶴子 ロベリア 森江 知代 協同学苑

5 小島 かおり TC三田 村上 宏美 ロベリア

6 山本 裕子 サンランドロイヤル 力丸 庸子 多田ハイグリーンTC

7 重坂 栄里子 松田テニス塾 野村 よし子 ファミリーTC

8 藤村 百鈴 trantotte 椎津 育子 神戸ユニバーステニスクラブ

9 山崎 育代 ファミリーTC 須永 佐恵子 ファミリーTC

10 北村 冨美子 宝塚パブリックLTC 蓮本 真理 宝塚パブリックLTC

11 李 美奈子 サンランドロイヤルＴＣ 滑川 富子 すずらんローン

12 田中 玲子 ユニバー神戸 加古 千佳 ユニバー神戸

13 豊田 環 GR8 磯田 珠可子 TC三田

14 西澤 みゆき ユニバー神戸 後藤 君代 ユニバー神戸



ブロンズ ステップ２・１（Ｃ・Ｄクラス）

1 安藤 絵美 西神ＮＴＧ 鈴木 昌実 わくわく稲美

2 牧野 由美子 Runup 西元 祥代 Runup

3 楠 容子 松田テニス塾 尾崎 久美子 松田テニス塾

4 中井 美紀子 gr 8 中野 尚代 阪急仁川

5 園山 真紀 ラケットパルTC 越智 ゆり ラケットパルTC

6 福岡 秀実 香櫨園ＴC 石原 まり子 香櫨園ＴC

7 伊藤 裕美子 すま離宮TS 中尾 みゆき チーム丸尾

8 佐藤 夏枝 ステップワンテニススクール 吉田 美枝 NAS

9 桐山 則子 テニコミ神戸 手島 あゆみ 万博

10 青田 希望 Runup 塩野 浩子 一般

11 西川 名美 一般 西山 由起子 C&D

12 中西 佳奈美 Team-F 三反畑 加代子 Team-F

13 東根 明美 トップラン 仲西 麻弥 わくわく稲美TC

14 白瀬 千富 協同学苑 黒田 宮美子 SESPO

15 山内 清美 GR8 岡田 由佳 GR8

16 谷郷 美奈子 ノア姫路 森崎 尚子 DRIVE.B B

17 薮内 博子 TC神戸 木田 千絵 阪急仁川TS

18 藤原 友鼓 TC神戸 岡野 愛 TC神戸

19 三木 さゆり GR8 古市 珠美 GR8

20 久保田 美鈴 ロベリア 長岡 智子 香枦園

21 大谷 博美 宝塚パブリックLTC 大土井 愛子 フリー

22 鷹取 典子 宝塚PLTC 桂木 宏美 住友総合GダンロップTS

23 今井 恵子 香枦園 佐藤 由美子 香枦園

24 井上 真己 香枦園 杉本 祐希 香枦園

25 田中 あゆみ ノア西宮 浦岡 美香 ノア西宮

26 渡邉 真由美 香枦園 平野 麻美子 香枦園

27 山名 かおり すま離宮TS 久保 千鶴 すま離宮TS

28 桑嶋 乃梨子 岩田特戦隊 岡 美智代 ユニバー神戸

29 村上 仁美 ノアインドアステージ西宮 永峰 志帆 フリー

30 水谷 有美 ユニバー神戸 久保田 志津 ユニバー神戸

31 中島 加奈美 Runup 白石 美代子 Runup

32 玉 清美 一般 川崎 詩乃 ＴＣ神戸

33 中塚 麻由子 三木ロイヤルテニスクラブ 長谷川 寿美 Sテニス

34 西堀 純子 ノア西宮 遠藤 純子 香枦園

35 大山 尚美 松田テニス塾 保田 広子 KTC

36 星野 雅子 多田ハイグリーンテニスクラブ 仲林 尚子 多田ハイグリーンテニスクラブ

37 田井 洋子 ノア西宮 藤沢 かおる 一般

38 高田 玲子 ユニバー神戸 魚澤 めぐみ ユニバー神戸

39 山下 圭 すずらんローンTC 塩道 靖子 すま離宮TS

40 松田 圭子 すずらんLTC 中末 則子 すずらんLTC

41 賀集 彰子 すま離宮TS 萩原 和子 三木ロイヤルTC

42 有年 日登美 星和高原TC 西牧 佳子 トップラン

43 藤本 初美 ラケットパルテニスクラブ 香川 由美 ラケットパルテニスクラブ

44 古舞 直実 ステップワン 小室 利美 ロベリア

45 長 智恵子 一般 久保 晴美 一般



46 中安 明子 ユニバー神戸 開地 美香 ユニバー神戸

47 石末 満里 カクテル企画 松永 きよみ コスパ神崎川

48 前田 由美子 宝塚パブリックLTC 渡部 秀子 宝塚パブリックLTC

49 木落 民子 ノア西宮 黌農 佳永子 CIRCLE S  

50 岩﨑 佳苗 Runup 赤塚 かおる 天王山倶楽部

51 溝口 亜紀 ユニバー神戸 茂木 祐子 Runup

52 石丸 清子 Team-F 小林 裕恵 芦屋ローンTC

53 城戸 美奈子 すま離宮TS 佐伯 菜央 ITCいぶきの森

54 吉田 直美 多田ハイグリーンTC 谷河 聖子 多田ハイグリーンTC

55 崎浴 三奈子 TC三田 平田 裕子 TC三田

56 濱本 佳子 阪急仁川TS 和田 真理子 阪急仁川TS

57 池浦 政子 松田テニス塾 安永 千晶 松田テニス塾

58 細谷 静花 香枦園 岡崎 英子 芦屋シーサイド

59 稲本 法子 松田テニス塾 橘高 ひとみ 一般

60 石山 智子 ラケットパルテニスクラブ 狭間 啓子 永岡庭球道場

61 大原 芳子 ユニバー神戸 村脇 佳子 ユニバー神戸

62 川高 恵子 teamよっし〜⭐ 濱田 寿代 すま離宮TS

63 小山 利枝 三木ロイヤルＴＣ 片山 八千子 三木ロイヤルＴＣ

64 中井 玲子 TC神戸 藤原 知美 TC神戸

65 藤井 いさ子 フリー 完山 尚未 フリー


