
　　　　18才以下　男子シングルス 　　　　18才以下　女子シングルス

登録番号 選手名 所属名 登録番号 選手名 所属名

1 196970 原崎 朝陽 神村学園神戸高 1 286686 門脇 優夏 神村学園神戸高
2 107132 南 颯汰 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 2 290812 吉田 梨真 園田高
3 186716 佐々木 康大 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 3 200833 石川 こころ ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
4 164724 高畑 里樹 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 4 293324 西本 稲音 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
5 130624 栗山 晃太朗 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 5 212058 武本 萌衣 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
6 120766 大矢 穣士 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 6 244375 小野 ｶﾄﾘｰﾇ瑞侑 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
7 153553 藤田 大地 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 7 233160 上林 真奈 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
8 101710 藤高 聡真 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 8 201029 澤井 梨奈 園田高
9 161279 髙橋 勇貴 神戸学院大学TC 9 289563 矢羽多 菜月 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
10 123814 福島 一輝 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 10 223195 山口 夏海 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
11 137182 久田 裕太朗 神戸野田高 11 248540 尾山 凛花 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
12 173205 宮﨑 夕 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 12 294145 政本 結菜 芦屋学園高
13 172976 福田 恵介 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 13 229529 小畑 コトリ ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
14 108875 柴田 畝那 甲南高 14 275538 竹本 咲月 園田高
15 158326 佐藤 僚真 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 15 251060 中村 藍 園田高
16 110872 山田 雄大 啓明高 16 278623 高市 ゆう 加古川南高
17 193893 中野 壮一郎 ﾉｱTA垂水 17 246237 安川 美緒菜 雲雀丘高
18 149062 坂本 連太郎 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 18 275542 垣内 理恵子 啓明高
19 130859 磯奥 冬羽 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 19 200942 瀧田 文音 西宮甲英高
20 124210 南 遼馬 北摂三田高 20 282912 山嵜 さくら ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
21 133067 橋本 丈一郎 赤穂高 21 283044 榎本 輝莉 宝塚西高
22 149576 橋本 直人 三田高 22 297786 川口 ゆい 雲雀丘高
23 140493 松田 稔生 関学高 23 215459 田中 麻友 神戸高
24 162009 兒玉 珠太郎 須磨学園高 24 257742 野田 萌々子 神戸鈴蘭台高

　　　　18才以下　男子ダブルス 　　　　18才以下　女子ダブルス

登録番号 選手名 所属名 登録番号 選手名 所属名

153553 藤田 大地 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 212058 武本 萌衣 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
101710 藤高 聡真 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 200833 石川 こころ ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
120766 大矢 穣士 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 233160 上林 真奈 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
164724 高畑 里樹 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 293324 西本 稲音 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
173205 宮﨑 夕 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 289563 矢羽多 菜月 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
172976 福田 恵介 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 248540 尾山 凛花 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
158326 佐藤 僚真 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 229529 小畑 コトリ ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
123814 福島 一輝 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 244375 小野 ｶﾄﾘｰﾇ瑞侑 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
161279 髙橋 勇貴 神戸学院大学TC 290812 吉田 梨真 園田高
137182 久田 裕太朗 神戸野田高 275538 竹本 咲月 園田高
107132 南 颯汰 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 282912 山嵜 さくら ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
130624 栗山 晃太朗 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 223195 山口 夏海 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
157772 中元 奏太 甲南高 201029 澤井 梨奈 園田高
179890 野村 光平 甲南高 251060 中村 藍 園田高
182978 浅野 海琉 甲南高 227264 溝邊 真央 芦屋学園高
108875 柴田 畝那 甲南高 294145 政本 結菜 芦屋学園高
140493 松田 稔生 関学高 297786 川口 ゆい 雲雀丘高
182102 松田 幹生 関学高 246237 安川 美緒菜 雲雀丘高
186716 佐々木 康大 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 275885 國瀧 桜希 雲雀丘高
130859 磯奥 冬羽 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 223007 川口 芽依 雲雀丘高
124210 南 遼馬 北摂三田高 218972 林 恵 葺合高
193893 中野 壮一郎 ﾉｱTA垂水 230201 稲富 奏樂 葺合高
131105 黒川 陽 甲南高 222975 髙田 華奈 長田高
144403 菅 息吹 甲南高 257742 野田 萌々子 神戸鈴蘭台高
110751 加藤 海人 報徳高 275542 垣内 理恵子 啓明高
104506 堀田 大貴 報徳高 278623 高市 ゆう 加古川南高
149062 坂本 連太郎 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 252438 片渕 愛梨 宝塚西高
125529 近藤 真史 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 283044 榎本 輝莉 宝塚西高
135796 永坂 知久 ﾃﾆｽｱﾒﾆﾃｨ園田 221439 速水 莉南 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
182667 村上 凛空 ﾙ･ｸｰﾙTA 208251 右田 悠実乃 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
157284 岩永 陸都 関学高 232613 関 凜 明石城西高
154651 平尾 海郎 関学高 230775 沖 侑羽香 明石城西高
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