
（一社）兵庫県 テニス協会 担当者： 横田 泰和

13(14)歳以下 男子

順位 関西Jr登録番号 氏名 府県名 所属 備考

1 1179901 菊川 雄介 兵庫 Cozy TA

2 1158585 清水 良真 兵庫 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

3 1109917 舩岡 恵大 兵庫 宝塚TCO

4 1192416 福家 匠音 兵庫 甲南中

5 1187788 片山 琉空 兵庫 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

6 1134661 河野 晃太 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

7 1150744 谷 琉成 兵庫 A＆F
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兵庫県順位表



（一社）兵庫県 テニス協会 担当者： 横田 泰和

13(14)歳以下 女子

順位 関西Jr登録番号 氏名 府県名 所属 備考

1 1288136 五島 宇莉 兵庫 Ai Love All TA 香枦園

2 1200070 石田 実莉 兵庫 Ai Love All TA 香枦園

3 1283874 立花 舞乃 兵庫 Ai Love All TA 香枦園

4 1200167 大西 瑠歌 兵庫 A＆F

5 1242036 藤田 梨央 兵庫 西宮TC

6 1223063 石川 夕楓 兵庫 人丸TC

7 1225324 槇原 凜 兵庫 西宮TC

8 1267758 寺井 瑞希 兵庫 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚

9 1279662 村上 璃優 兵庫 Cozy TA

10 1250814 水口 奈美希 兵庫 ALLROUND

11 1260297 上田 莉恋 兵庫 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

12 1221958 青山 琴美 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

13 1263779 谷口 楓 兵庫 team XS
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府県順位表



（一社）兵庫県 テニス協会 担当者： 横田 泰和

11(12)歳以下 男子

順位 関西Jr登録番号 氏名 府県名 所属 備考

1 1150763 吉田 律空 兵庫 宝塚TCO

2 1176753 大浦 遊唯翔 兵庫 A&F

3 1148666 酒井 皇成 兵庫 First-J 

4 1164094 足立 尊 兵庫 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

5 1121175 設楽 タリス旬 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

6 1120547 玉木 翔大 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

7 1133996 佐藤 謙信 兵庫 西宮TC

8 1160589 住田 健 兵庫 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

9 1100043 横山 晴陽 兵庫 PanaChildren

10 1138631 川端 琥南 兵庫 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎
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府県順位表



（一社）兵庫県 テニス協会 担当者： 横田 泰和

11(12)歳以下 女子

順位 関西Jr登録番号 氏名 府県名 所属 備考

1 1259731 佐藤 怜 兵庫 ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC

2 1208209 塩見 渚 兵庫 ﾉｱTA垂水

3 1253921 村木 めい 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

4 1297006 川中 一花 兵庫 TKCｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ

5 1246254 西村 娃璃 兵庫 TKCｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ

6 1249774 谷口 渚 兵庫 team XS

7 1209420 北川 真央 兵庫 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC

8 1270073 井伊 美琴 兵庫 ﾉｱTA垂水

9 1274559 永田 紫陵 兵庫 ACｲｸﾞﾅｲﾄ

10 1291510 濱田 実杏 兵庫 宝塚TCO

11 1213434 井上 陽向 兵庫 三木ﾛｲﾔﾙTC

12 1225412 岡田 莉愛 兵庫 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ

13 1275094 伊藤 菜々美 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ
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府県順位表


