
　　　　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 ﾉｱTA垂水 1 286686 門脇 優夏 ﾉｱTA垂水
2 158660 唐津 裕貴 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 2 251060 中村 藍 園田高
3 147486 山本 夏生 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 3 290812 吉田 梨真 園田高
4 140493 松田 稔生 関学高 4 205499 森下 杏 園田高
5 161279 髙橋 勇貴 神戸学院大学TC 5 229529 小畑 コトリ ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
6 104168 坂本 日色 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 6 275538 竹本 咲月 園田高
7 142683 古西 雄翔 関学高 7 246237 安川 美緒菜 雲雀丘高
8 137182 久田 裕太朗 神戸野田高 8 202621 市川 結菜 啓明高
9 111487 廣瀬 由弥 Team.K 9 202069 大山 華歩 ﾉｱTA垂水
10 174723 林 竜矢 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 10 244375 小野 ｶﾄﾘｰﾇ瑞侑 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
11 130859 磯奥 冬羽 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 11 201029 澤井 梨奈 園田高
12 131105 黒川 陽 甲南高 12 221439 速水 莉南 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
13 142561 宮﨑 凰雅 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 13 294145 政本 結菜 芦屋学園高
14 185459 富田 大雅 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 14 208251 右田 悠実乃 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
15 150377 久保 遥希 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 15 283044 榎本 輝莉 宝塚西高
16 116754 坂上 寛仁 神戸野田高 16 275885 國瀧 桜希 雲雀丘高
17 164724 高畑 里樹 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 17 203468 福島 菜未 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
18 198258 瀬戸 歩 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 18 234365 瀬戸根 愛玲 ﾙ･ｸｰﾙTA
19 185406 石野 大晴 関学高 19 257763 伊藤 千晴 園田高
20 178515 寺井 涼晟 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 20 206007 浅野 空碧 啓明高
21 110588 大城 盛弥 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 21 207814 富田 理心 加古川北高
22 185464 浅井 優煕 Y's TT 22 200487 村上 舞優 加古川北高
23 122298 長沼 大輝 甲南高 23 286178 山上 菜花 神戸野田高
24 162009 兒玉 珠太郎 須磨学園高 24 230201 稲富 奏樂 葺合高

　　　　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

147486 山本 夏生 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 246237 安川 美緒菜 雲雀丘高
104168 坂本 日色 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 286686 門脇 優夏 ﾉｱTA垂水
140493 松田 稔生 関学高 275538 竹本 咲月 園田高
142683 古西 雄翔 関学高 205499 森下 杏 園田高
164724 高畑 里樹 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 229529 小畑 コトリ ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
158660 唐津 裕貴 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 244375 小野 ｶﾄﾘｰﾇ瑞侑 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
185459 富田 大雅 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 201029 澤井 梨奈 園田高
174723 林 竜矢 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 251060 中村 藍 園田高
142561 宮﨑 凰雅 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 221439 速水 莉南 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
198258 瀬戸 歩 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 208251 右田 悠実乃 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
161279 髙橋 勇貴 神戸学院大学TC 202621 市川 結菜 啓明高
137182 久田 裕太朗 神戸野田高 206007 浅野 空碧 啓明高
151035 長島 瑛理 teamN H&E 283044 榎本 輝莉 宝塚西高
191614 長島 陽来 teamN H&E 286178 山上 菜花 神戸野田高
131105 黒川 陽 甲南高 215459 田中 麻友 神戸高
157772 中元 奏太 甲南高 234365 瀬戸根 愛玲 ﾙ･ｸｰﾙTA
182102 松田 幹生 関学高 230201 稲富 奏樂 葺合高
172728 幣 慎之介 関学高 281457 斉藤 なずな 葺合高
144403 菅 息吹 甲南高 275885 國瀧 桜希 雲雀丘高
179890 野村 光平 甲南高 223007 川口 芽依 雲雀丘高
176924 山田 拓登 報徳高 203468 福島 菜未 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
176681 細目 尚秀 報徳高 296995 鷲見 真菜 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI
194279 栃木 海璃 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 283927 岡本 未央 伊丹西高
178515 寺井 涼晟 ﾄｯﾌﾟﾗﾝAIOI 219677 宅野 英 伊丹西高
185406 石野 大晴 関学高 266301 河野 彩花 加古川北高
192094 師岡 響渡 関学高 200487 村上 舞優 加古川北高
196228 奥平 稜 甲南高 212439 内木場 朱里 加古川北高
122298 長沼 大輝 甲南高 214982 桑田 柚葉 加古川北高
155417 大谷 京平 神戸学院大学TC 213711 近田 優衣 園田高
145807 石川 航汰 神戸野田高 257763 伊藤 千晴 園田高
111487 廣瀬 由弥 Team.K 293347 石橋 杏優 宝塚西高
185464 浅井 優煕 Y's TT 250090 真辺 心美 宝塚西高
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