
兵庫トレセン　U11サーキット　第4戦　申込者リスト

男子 女子

名前 所属 備考 名前 所属 備考

1 五島　科依 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｼﾃｰｼﾞ宝塚 1 村木めい ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

2 住田　健 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 2 大西　瑠歌 三木ﾛｲﾔﾙTC

3 辻　誠之介 神戸ﾛｰﾝTC 3 板垣　瑠夏 MSｻｳｻﾘｰﾄ

4 大江　南都 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 4 木村　桜 ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝＴＣ

5 板谷　学 PanaChildren 5 図子　真央 三田ライトニングTC

6 黒田　大晴 宝塚TCO 6 游　彩名 TASU-club

7 石川　雄大 宝塚TCO 7 似須野　心音 ノアインドアステージつかしん

8 谷澤　拓真 ﾉｱTA垂水 8 谷口　楓 team XS

9 清水 良真 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 9 藤田　梨央 Noah I.S.つかしん

10 塚本　圭人 トップラン 10 青山　琴美 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

11 中谷　幸太郎 宝塚TCO 11 山本　結貴 トップラン

12 片山　琉空 芦屋シーサイドTC 12 中島　音葉 ﾉｱTA垂水

13 舩岡　恵大 宝塚TCO 13 澤　凉帆 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

14 豊島　慶大 西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 14 寺井　瑞希 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚

15 山本　昂平 A&F 15 石田　実莉 MSｻｳｻﾘｰﾄ

16 尾崎　奏多 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ 16 上田　莉恋 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

17 山内　征樹 TEAM MARS 17 田中　奈緒 宝塚TCO

18 福家　匠音 宝塚TCO 18 水口　奈美希 ALLROUND

19 御前　湊麓 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｼﾃｰｼﾞつかしん 19 片山　光姫 芦屋シーサイドＴＣ

20 沖田　宙済 ALLROUND 20 中野　美凪 ｺﾊﾟﾝMTS須磨 キャンセル

21 坂本　光音 西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 21 村上　璃優 三木ﾛｲﾔﾙTC

22 中野　敬仁 ﾉｱ・JrTA宝塚 22 大塚 あかね ラボキッズジュニア

23 髙木　龍之介 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 23 菅野　なつ 神戸ﾛｰﾝTC

24 河野　晃太 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ 24 楠木　愛依 Trantotte

25 駒田　瑛人 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ 25 山岡　蓮奈 ACEテニスカンパニー

26 上野　和眞 ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄ神戸 26 熊谷　愛華 Noah I.S.つかしん

27 濱尾　歩夢 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 27 金谷　枇奈 神戸LTC

28 西山　蒼司 TOALSON Jr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 28 立花　舞乃 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

29 川口　暖斗 REX KOBE 29 但馬　凜 ラボキッズジュニア

30 井上　陽斗 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ 30 五島　宇莉 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚

31 高橋　央太郎 西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 31 木場　美菜未 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

32 影林　佑史 宝塚TCO 32 中村　玲那 TASU-club

33 赤松　嶺 ﾉｱTA垂水 33 田﨑　菜々美 ﾉｱTA垂水

34 渡邉　駿 西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 34 小谷　心結 ﾉｱTA垂水

35 井伊　祥太 ﾉｱTA垂水 35 三ッ山　彩羽 ＴＡＳＵ-club

36 笠原　謙人 ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC 36 西村　咲紀 ＴＡＳＵ-club

37 横関　凌空 ｺﾊﾟﾝMTS須磨 37 山岡　美月 MSｻｳｻﾘｰﾄ

38 武井　真樹 A&F 38 阿部　菜々加 Advantage TC

39 村山　勝哉 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ 39 齊藤　菜々 ﾃﾝ・IFT

40 齊藤　凛太朗 テン・IFT 40 見山　心香 ACEﾃﾆｽｶﾝﾊﾟﾆｰ

41 西村 匠翔 TOALSON Jr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 41 梅崎　咲心 トップアスリート神戸

42 西田　陽重 三田ライトニングTC 42 山岡　美月 MSサウサリート 重複

43 伊藤　瑛太 ﾉｱTA垂水 43 森田　凛々花 ﾉｱ.IS.つかしん

44 林　優人 しあわせの村ﾐｽﾞﾉTS 44 佐藤　心春 トップラン

45 今西　珀人 TOALSON Jr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 45 渡辺　優杏 REX KOBE

46 向　奏太 A&F 46 松岡　胡実 TEAM　STUFF 他府県1

47 宮本　善吏 ﾉｱTA垂水 47 坂井　心優 チームホリゾン 他府県2

48 村上　凛太郎 ALL　ROUND 48 倉本　朱理 ヤバセテニスアカデミー 他府県3

49 高田　倖暉 ﾃﾆｽｱﾒﾆﾃｨ園田 49 田附 理子 サン城陽TC 他府県4

50 武本　準平 REX KOBE 50 吉田　理世 サン城陽TC 他府県5

51 北山　夏槻 ITCｽｶｲｺｰﾄﾘﾗTC

52 東田　康汰 テン・IFT

53 中野　修一朗 ACE　TC 本表の通り受け付けております。

54 松村　友翔 ﾉｱTA垂水 多数のお申し込みありがとうございました。

55 湯川　慎直人 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 男子、女子とも規定数を超えましたので、抽選させていただきます。

56 河津　葵 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ’81TC

57 松本　圭司 西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 抽選方j法

58 三木　元気 ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC 男子：兵庫県内選手は58名の中から42名抽選します。

59 中島　璃人 every TC 他府県1キャンセル 　　　他府県選手は11名の中から6名抽選します。

60 安藤　大貴 ﾙｰｾﾝﾄｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 他府県2 女子：兵庫県内選手を45名の中から27名抽選します。

61 貴志　夏都 学園前ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 他府県3 　　　他府県選手5名は抽選なしで試合に出場となります。

62 名井　裕亮 宝田ﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞﾊﾟｯｼｮﾝ 他府県4

63 額田　賢和 サン城陽TC 他府県5 抽選は、平成30年11月26日（月）　午前10時より兵庫県テニス協会

64 間　悠登 泉ヶ丘TC 他府県6 事務局にて公開抽選いたします。

65 高本　渉至 パブリックＴＥ 他府県7 同日中に結果をホームページにアップいたします。

66 岡島 一稀 湖北ジュニアTC 他府県8

67 築地　天馬 星田TC 他府県9

68 宮﨑　颯大 鶴見緑地M.T.S 他府県10

69 城野　千尋 平郡テニスアカデミー 他府県11


