
No. 名前 所属 備考
1 尾崎　奏多 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ
2 高橋　央太郎 西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
3 石川　雄大 宝塚TCO
4 舩岡　恵大 宝塚TCO
5 谷澤　拓真 ﾉｱ・TA神戸垂水
6 板谷　学 PanaChildren
7 黒田　大晴 宝塚TCO
8 髙木　龍之介 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎
9 松本　圭司 西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
10 駒田　瑛人 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ
11 山本　瑛 宝塚TCO
12 河野　晃太 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ
13 大浦　蒼唯 A＆F
14 井上　陽斗 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ
15 村山　勝哉 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ
16 星村　奏 三木ﾛｲﾔﾙTC
17 福家　匠音 宝塚TCO
18 濱尾　歩夢 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎
19 釜坂　勇輝 ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC
20 山本　能亜 西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
21 齊藤　凛太朗 ﾃﾝ・IFT
22 西山　蒼司 TOALSON Jr.ｱｶﾃﾞﾐｰ
23 武井　真樹 A&F
24 福田　颯真 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎
25 井伊　祥太 ﾉｱ・TA神戸垂水
26 笠原　謙人 ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC
27 三木　元気 ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC
28 坂本　光音 西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ
29 山内　征樹 TEAM　MARS
30 川口　暖斗 神戸ﾛｰﾝTC
31 山本　昂平 A&F
32 向　奏太 A&F
33 武本　準平 REX　KOBE
34 高田　倖暉 ﾃﾆｽｱﾒﾆﾃｨ園田
35 土谷 星 A&F
36 宮本　善吏 ﾉｱ・TA神戸垂水
37 前原　佑太 REX　KOBE
38 河津　葵 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ’81
39 池畠　舷生 T-EGG
40 横関　凌空 コパンMTS須磨
41 今西　珀人 TOALSON Jr.ｱｶﾃﾞﾐｰ
42 中野　修一朗 ACE　TC
43 中本　莉空 香里グリーンTC 他府県
44 澤村 真作 ITC靭TC 他府県
45 間　悠登 泉ヶ丘TC 他府県
46 木﨑　琉士 鶴見緑地庭球場ﾐｽﾞﾉTS 他府県
47 中島　璃人 every TC 他府県
48 宮崎　颯大 ｱｽﾞﾃﾆｽ 他府県

補欠１ 中谷　幸太郎 宝塚TCO
補欠２ 林　優人 しあわせの村ﾐｽﾞﾉTC
補欠３ 清水 良真 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎
補欠４ 渡邉　駿 西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

補欠１ 貴志　夏都 学園前ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 他府県
補欠２ 菅　鼓太郎 TEAM SG 他府県
補欠３ 額田　賢和 サン城陽TC 他府県
補欠４ 西野　凌平 星田TC 他府県

※本戦に入りました選手は当日会場にて参加料をお支払いください。

　　欠場される場合は事務局までご連絡ください。→　h-tennis-a@able.ocn.ne.jp　参加料は頂戴いたします。

※今回抽選に外れて試合に出場できなかった選手は、次回以降抽選があっても出場優先されます。

※本戦に欠場があれば、補欠１番から順に入ります。随時、本リストに反映いたします。

　　但し、他府県選手が欠場した場合は、他府県の補欠選手を優先します。

兵庫トレセン　11才以下サーキット第2戦（7月8日）　　男子出場選手リスト



No. 名前 所属 備考

1 大西　瑠歌 三木ﾛｲﾔﾙTC

2 立花　舞乃 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

3 五島　宇莉 NoahI.S.宝塚

4 水口　奈美希 ALLROUND

5 但馬　凜 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

6 青山　琴美 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

7 大塚　あかね ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

8 石田　実莉 MSｻｳｻﾘｰﾄ

9 游　彩名 TASU-club

10 板垣　瑠夏 MSｻｳｻﾘｰﾄ

11 上田　莉恋 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

12 澤　涼帆 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

13 菅野　なつ 神戸ﾛｰﾝTC

14 熊谷　愛華 Noah I.S.つかしん

15 田中　奈緒 宝塚TCO

16 梅崎　咲心 ﾃﾝ・IFT

17 金谷　枇奈 神戸ﾛｰﾝTC

18 太田　乃愛 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ‘81TC

19 森田凜々花 Noah I.S.つかしん

20 寺井 瑞希 Noah I.S.宝塚

21 荒川　愛子 Ａ＆Ｆ

22 中村　玲那 TASU-club

23 山岡　美月 Noah I.S.宝塚

24 西村　咲紀 TASU-club

25 竹内　晴菜 REX　KOBE

26 小谷　心結 ﾉｱ・TA神戸垂水

27 藤田　こまち TCｺｽﾊﾟ神崎川 他府県

28 藤井　緒美 TCｺｽﾊﾟ神崎川 他府県

29 上田　結生 ｲﾇﾂﾞｶｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 他府県

30 倉本　朱理 ヤバセテニスアカデミー 他府県

31 河野　菜帆 ヤバセテニスアカデミー 他府県

32 中村　珠音 TCコスパ神崎川 他府県

補欠１ 齊藤　菜々 ﾃﾝ・IFT

補欠２ 田﨑　菜々美 ﾉｱ・TA神戸垂水

補欠３ 阿部　菜々加 Advantage TC

補欠４ 槇原　凜 西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

※本戦に入りました選手は当日会場にて参加料をお支払いください。

　　欠場される場合は事務局までご連絡ください。→　h-tennis-a@able.ocn.ne.jp　参加料は頂戴いたします。

※今回抽選に外れて試合に出場できなかった選手は、次回以降抽選があっても出場優先されます。

※本戦に欠場があれば、補欠１番から順に入ります。随時、本リストに反映いたします。

兵庫トレセン　11才以下サーキット第2戦（7月8日）　　女子出場選手リスト


