
１２歳以下 男子

関西ジュニア ＪＰＩＮ

登録番号 登録番号

1 1120547 M171343 玉木 翔大 タマキ ハルト 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ 2012/3/17 〇

2 1148666 M171079 酒井 皇成 サカイ コウセイ 兵庫 First-J 2011/1/3 〇

3 1121175 M171341 設楽 タリス 旬 シタラ タリス シュン 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ 2011/4/30 〇

4 1133996 M170876 佐藤 謙信 サトウ　ケンシン 兵庫 西宮TC 2011/7/11 〇

5 1160589 M170835 住田 健 スミタ タケル 兵庫 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 2011/1/19 〇

6 1100043 M171061 横山 晴陽 ヨコヤマ　ハルヒ 兵庫 PanaChildren1975 2011/12/26 〇

7 1187558 M171107 豊饒 海偉 ブニュウ カイ 兵庫 OTTO　TA 2011/8/25 〇

8 1162995 M171013 前原　佳次郎 マエハラ　ケイジロウ 兵庫 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 2011/2/21 〇

9 1114037 M170877 黒田 春樹 クロダ ハルキ 兵庫 ACｲｸﾞﾅｲﾄ 2012/4/4 〇

10 1182886 M701173 藤堂 樂釈 トウドウ　ガクト 兵庫 ﾄｯﾌﾟﾗﾝ 2012/5/1 ×
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１２歳以下 女子

関西ジュニア ＪＰＩＮ

登録番号 登録番号

1 1259731 F167626 佐藤 怜 サトウ レイ 兵庫 ﾉｱTA垂水 2011/9/9 ◯

2 1270073 F171205 井伊 美琴 イイ ミコト 兵庫 ﾉｱTA垂水 2011/2/15 ◯

3 1274559 F171351 永田 紫陵 ナガタ シオカ 兵庫 ACｲｸﾞﾅｲﾄ 2011/6/21 ◯

4 1290871 F170726 長藤 愛菜 ナガフジ　マナ 兵庫 EARNEST KOBE 2011/2/23 ◯

5 1124974 F171123 谷口　渚 タニグチ ナギサ 兵庫 teamXS 2012/2/6 ◯

6 1256463 F707616 髙島 南奈 タカシマ　ナナ 兵庫 COSANA 2011/3/30 ◯

7 1292418 F170799 請川 楓 ウケカワ　カエデ 兵庫 COSANA 2011/8/2 ◯

8 1260264 F706152 松浦　瑠奈 マツウラ　ルナ 兵庫 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚 2012/2/22 ◯
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１４歳以下 男子

関西ジュニア ＪＰＩＮ

登録番号 登録番号

1 1172635 M144548 川島　想 カワシマ　ソウ 兵庫 First-J 2009/7/9 〇

2 1158585 M170832 清水　良真　 シミズ カズマ 兵庫 ﾃﾆｽｱﾒﾆﾃｨ園田 200/7/15 ◯

3 1150763 M170712 吉田 律空 ヨシダ リク 兵庫 宝塚 TCO 2010/8/5 〇

4 1179901 M105892 菊川 雄介 キクカワ ユウスケ 兵庫 Cozy TA 2009/1/6 〇

5 1188312 M170877 黒田 大晴 クロダ タイセイ 兵庫 ACｲｸﾞﾅｲﾄ 2009/5/7 ◯

6 1110452 M170756 春田 陽向 ハルタ　ヒナタ 兵庫 ﾃﾆｽｱﾒﾆﾃｨ園田 2009/7/25 〇

7 1120291 M170864 藤﨑 陽士 フジサキ ハルト 兵庫 甲南中 2010/3/18 〇
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１４歳以下 女子

関西ジュニア ＪＰＩＮ

登録番号 登録番号

1 1200167 F106411 大西 瑠歌 オオニシ ルカ 兵庫 A＆F 2009/12/1 ◯

2 1208209 F171203 塩見 渚 シオミ ナギサ 兵庫 ﾉｱTA垂水 2010/8/3 ◯

3 1263779 F167642 谷口 楓 タニグチ カエデ 兵庫 Specials One TA 2009/11/10 ◯

4 1221958 F171347 青山 琴美 アオヤマ コトミ 兵庫 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ 2009/2/8 ◯

5 1223063 F171232 石川  夕楓 イシカワ ユウカ 兵庫 人丸ＴＣ 2009/4/8 ◯

6 1297006 F171150 川中 一花 カワナカ イチカ 兵庫 TKCｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 2010/1/27 ◯

7 1238844 F170686 以須野 心音 イスノ　ココネ 兵庫 ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚 2009/3/3 ◯

8 1246254 F171151 西村 娃璃 ニシムラ アイリ 兵庫 TKCｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 2010/10/9 ◯

9 1289634 F171234 髙原 優芽 タカハラ　ユメ 兵庫 人丸TC 2009/12/30 ◯

10 1291510 F170724 濱田 実杏 ハマダ ミアン 兵庫 宝塚TCO 2010/4/3 ◯

11 1247182 F170838 三上 凛奈 ミカミ　リンダ 兵庫 First-J 2009/1/2 ◯
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