
2019兵庫トレセン　U11サーキット　第3戦　出場選手リスト 2019.9.16掲載

男子 女子

名前 所属 備考 名前 所属 備考

1 堀井 拓斗 ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC 1 山本 結貴 Special One TA

2 松本 圭司 西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 2 游 彩名 TASU-club

3 小山 遥大 TEAM　MARS 3 村上 璃優 三木ﾛｲﾔﾙTC

4 大浦 遊唯翔 A&F 4 塩見 渚 ﾉｱTA垂水

5 伊東　佑真 TEAM　MARS 5 石川 夕楓 人丸TC

6 林　天真 宝塚TCO 6 澤 凉帆 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

7 髙木 一磨 ｱｵﾉTC 7 原井 瑠花 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS

8 土田 翔唯 TEAM　MARS ｷｬﾝｾﾙ 8 三上 凛奈 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

9 酒井 皇成 Trantotte 9 井伊 美琴 ﾉｱTA垂水

10 横田 岳 TEAM　MARS 10 島田 里愛菜 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC

11 中村 遼太郎 ﾃﾝ・IFT 11 森田 凜々花 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞつかしん

12 藤原 綾大 REX　KOBE 12 安東 咲貴 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚

13 森田　遥斗 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ 13 中島 音葉 ﾉｱTA垂水

14 高山 怜大 TEAM　MARS 14 谷口 楓 team XS

15 山本 一心 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞつかしん 15 青山 琴美 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

16 湯川 慎直人 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 16 五島 宇莉 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚

17 何 立音 SEAHORSE香枦園 17 槇原 凛 西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

18 板谷 学 ＰanaChildren 18 但馬 凛 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

19 石川 雄大 宝塚TCO 19 碇 くるみ MSサウサリート

20 五島 科依 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚 20 立花 舞乃 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｼﾃｰｼﾞ宝塚

21 近田 輝明 芦屋ｼｰｻｲﾄﾞTC 21 大西 瑠歌 三木ﾛｲﾔﾙﾋﾙTC

22 中谷 幸太郎 宝塚TCO 22 井上 陽向 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

23 片山 琉空 芦屋ｼｰｻｲﾄﾞTC 23 村木 めい ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

24 木下 景翔 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ 24 水口 奈美希 ALLROUND

25 髙木 龍之介 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 25 大塚 あかね ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

26 西岡 夢時 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ 26 石田 実莉 MSｻｳｻﾘｰﾄ

27 藤﨑 陽士 ALLROUND 27 山岡 蓮奈 ｴｰｽﾃﾆｽｶﾝﾊﾟﾆｰ

28 請川 舜 酒井テニス企画 28 板垣 瑠夏 MSｻｳｻﾘｰﾄ

29 玉木 翔大 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ 29 阿部　千春 丸亀TC 他府県枠

30 赤堀 航平 ＰanaChildren 30 田中　花菜 ﾔﾊﾞｾﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ 他府県枠

31 出井 誠太郎 GR8TS 31 田附 理子 ｻﾝ城陽TC 他府県枠

32 井上 陽斗 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ 32 奥谷 友結 O's 他府県枠

33 谷 琉成 A&F 8 補欠１ 木村 桜 Special One TA

34 左川 偉琉 TASU-club 補欠２ 図子 真央 三田ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞTC

35 沖田 宙洛 ALLROUND 補欠３ 藤田 梨央 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞつかしん

36 足立 尊 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ 補欠４ 寺井 瑞希 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｼﾃｰｼﾞ宝塚

37 畠中 結翔 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚 補欠５ 川中 一花 TOALSON・Jrｱｶﾃﾞﾐｰ

38 黒田 大晴 西宮ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 補欠６ 以須野 心音 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞつかしん

39 御前 湊麓 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞつかしん

40 大江 南都 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

41 谷澤 拓真 ﾉｱTA垂水

42 古川　遼 ﾃﾝ・IFT

43 井上 貴道 山田TC 他府県枠

44 阿部 煌大 丸亀TC 他府県枠

45 中村 壮甫 小西TS 他府県枠

46 溝手 倫太朗 everyTC 他府県枠

47 須賀 凜歩 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ洛西 他府県枠

48 内藤 圭吾 奈良国際TC 他府県枠

補欠１ 中野 敬仁 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚

補欠２ 塚本 圭人 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

補欠３ 吉田 律空 宝塚TCO

補欠４ 辻 誠之介 神戸ﾛｰﾝTC

補欠５ 河野 晃太 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

補欠６ 住田 健 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

補欠７ 影林 佑史 宝塚TCO

補欠１ 岩井 瑛杜 平郡TA 他府県枠

補欠２ 前 心之助 舞鶴ｸﾞﾘｰﾝTC 他府県枠

補欠３ 米本 叶芽 遊ﾎﾟｰﾄTC 他府県枠

補欠４ 小野田 陽太 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞART 他府県枠

※男子No.1～48、女子No.1～32の選手は当日会場にて参加料\3,000をお支払いください。

※欠場される場合は、兵庫県テニス協会までメールにてご連絡ください。　→　h-tennis-a@able.ocn.ne.jp

　当日の欠場についてはお電話ください。　→　090-6736-1904

※本戦に欠場があった場合、補欠１から順に繰り上がります。

　但し、他府県枠の選手に欠場があった場合は、他府県枠の選手が優先で繰り上がります。

　ドロー発表後は、補欠の繰上りは行いません。

※ドローは9月18日（水）発表予定です。　ドロー発表後に欠場された場合は参加料をお支払いください。

※今回抽選により補欠となり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。


