
（一社）兵庫県 テニス協会 担当者：

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 1150763 吉田 律空 兵庫 宝塚TCO

2 1188312 黒田 大晴 兵庫 ACｲｸﾞﾅｲﾄ

3 1179901 菊川 雄介 兵庫 Cozy TA

4 1110452 春田 陽向 兵庫 ﾃﾆｽｱﾒﾆﾃｨ園田

5 1120291 藤﨑 陽士 兵庫 甲南中

6 1141210 市川 慶 兵庫 A＆F

7 1132011 山口 航輔 兵庫 西宮TC

8 1108236 谷澤 拓真 兵庫 ﾉｱTA垂水

9 1180850 出井 誠太郎 兵庫 西宮TC

10 1167289 飯田　隼生 兵庫 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ’81TC

11 1113325 宮原 歓大 兵庫 COSANA

12 1176753 大浦 遊唯翔 兵庫 A&F

13 1138631 川端 琥南 兵庫 SELFISH

ダンロップカップ 2023
関西ジュニアサーキット第4戦　　

兵庫県順位表



（一社）兵庫県 テニス協会 担当者：

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 1263779 谷口 楓 兵庫 Special One TA

2 1223063 石川 夕楓 兵庫 人丸TC

3 1289634 髙原 優芽 兵庫 人丸TC

4 1297006 川中 一花 兵庫 TKCｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ

5 1238844 以須野 心音 兵庫 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚

6 1246254 西村 娃璃 兵庫 TKCｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ

7 1291510 濱田 実杏 兵庫 宝塚TCO

8 1226531 坪井 あおぞら 兵庫 ﾉｱTA垂水

9 1293170 リシャヴィー かえ奈 兵庫 TKCｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ

10 1247182 三上　凛奈 兵庫 First-J
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兵庫県順位表



（一社）兵庫県 テニス協会 担当者：

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 1148666 酒井 皇成 兵庫 First-J

2 1121175 設楽 タリス旬 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

3 1133996 佐藤 謙信 兵庫 西宮TC

4 1160589 住田 健 兵庫 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

5 1100043 横山 晴陽 兵庫 PanaChildren

6 1162995 前原 佳次郎 兵庫 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

7 1187558 豊饒 海偉 兵庫 OTTO TA

8 1171445 木下 遥斗 兵庫 西宮TC

9 1121848 蒲池　佳太 兵庫 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎

10 1114037 黒田 春樹 兵庫 ACｲｸﾞﾅｲﾄ

11 1164419 藤丸 蓮浄 兵庫 GFTA

ダンロップカップ 2023
関西ジュニアサーキット第4戦　　

兵庫県順位表



（一社）兵庫県 テニス協会 担当者：

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 ﾉｱTA垂水

2 1270073 井伊 美琴 兵庫 ﾉｱTA垂水

3 1274559 永田 紫陵 兵庫 ACｲｸﾞﾅｲﾄ

4 1256463 髙島　南奈 兵庫 COSANA

5 1275094 伊藤 菜々美 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ

6 1237595 中西 梨瑚 兵庫 ＧＲ８

7 1292418 請川 楓 兵庫 COSANA

8 1260264 松浦 瑠奈 兵庫 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚

9 1290871 長藤 愛菜 兵庫 EARNEST KOBE

10 1226506 田中 咲希 兵庫 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚

11 1202114 山岡 凜音 兵庫 ACETC

12 1275094 坪田　菜々 兵庫 ラボキッズジュニア

13 1222069 土岩　優羽 兵庫 TEAM GROWING

ダンロップカップ 2023
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兵庫県順位表


