
男子シングルス 女子シングルス

番 地区 学校 名前 戦績 番 地区 学校 名前 戦績

1 豊能 豊中市立第一中学校 開發　陽平 大１４　　　４ 1 豊能 梅花中学校 高木　みく 大１４　　１６

2 豊能 豊中市立第十三中学校 北　　昇馬 兵１４　　　８ 2 豊能 豊中市立第一中学校 中村　千彩 大１４　　１６

3 豊能 箕面市立第五中学校 三宅　慧樹 大１６　　　８ 3 豊能 豊中市立第一中学校 鈴木　　藍 大１６　　３２

4 豊能 箕面市立第五中学校 大桐　壮央 大１２　　　４ 4 三島 茨木市立彩都西中学校 児玉　菜緒 大１４　　１６

5 三島 吹田市立古江台中学校 村上　周平 大１６　　　８ 5 三島 茨木市立南中学校 宮西　梨菜 大１４　　１６

6 三島 茨木市立西陵中学校 山﨑　浩平 大１６　　３２ 6 三島 島本町立第二中学校 小野　　葵 大１６　　３２

7 三島 吹田市立豊津中学校 高柳　洸成 大１４　　　１ 7 三島 吹田市立山田中学校 濱　あゆみ 大１４　　　４

8 三島 高槻市立阿武野中学校 坂口　勇太 大１６　　３２ 8 北河内 同志社香里中学校 宮本　瞳子 北大阪　　　２

9 三島 高槻市立阿武野中学校 大津　秀平 北大阪　　　８ 9 北河内 同志社香里中学校 安井　七海 北大阪　　　８

10 三島 吹田市立豊津西中学校 三和　遥人 大１４　　　８ 10 北河内 寝屋川市立第二中学校 川上　幸夏 大１６　　　２

11 三島 高槻市立第十中学校 末次　武流 大１４　　１６ 11 北河内 寝屋川市立第六中学校 神内　彩衣 大１４　　　８

12 三島 高槻市立第三中学校 山本　桂輔 大１６　　１６ 12 北河内 枚方市立長尾中学校 河野よつば 大１４　　　８

13 三島 高槻市立第八中学校 田中瑠依人 大１６　　　４ 13 北河内 交野市立第三中学校 西山　朋菜 大１６　　１６

14 北河内 東海大学付属仰星高等学校中等部 米地　朔生 北大阪　　　８ 14 大阪市 大阪女学院中学校 佐藤　　晴 大阪市　　　８

15 北河内 同志社香里中学校 古東　丈幸 北大阪　　　８ 15 大阪市 大阪女学院中学校 長沼　利沙 大１６　　　８

16 北河内 交野市立第二中学校 西川　豪太 大１６　　３２ 16 大阪市 大阪女学院中学校 深谷　　萌 大阪市　　　４

17 北河内 交野市立第四中学校 楠戸　遥葵 大１４　　１６ 17 大阪市 大阪市立墨江丘中学校 廣瀬　まり 大１６　　１６

18 北河内 大東市立深野中学校 大久保太陽 大１４　　　８ 18 大阪市 大阪市立新東淀中学校 波多野　楓 大１６　　３２

19 北河内 枚方市立長尾西中学校 河口　佳晃 北大阪　　　４ 19 大阪市 大阪市立瓜破中学校 菅　　春妃 大１６　　３２

20 北河内 枚方市立長尾西中学校 酒井　秀剛 北大阪　　　８ 20 大阪市 大阪市立天満中学校 左向　夏彩 大阪市　　　８

21 北河内 枚方市立招提中学校 田平　海月 京１６　　１６ 21 大阪市 大阪市立蒲生中学校 村上　　想 大１４　　　８

22 北河内 枚方市立山田中学校 今西　流空 北大阪　　　１ 22 大阪市 大阪市立東我孫子中学校 藤永　陽菜 大１６　　１６

23 北河内 枚方市立第四中学校 丸岡　草太 大１４　　１６ 23 大阪市 大阪市立白鷺中学校 石川帆乃果 大１４　　１６

24 北河内 枚方市立第四中学校 岸井　颯汰 大１４　　　８ 24 大阪市 大阪市立淡路中学校 岡田　稜子 大阪市　　　８

25 北河内 守口市立錦中学校 大久保拓海 大１６　　　８ 25 大阪市 浪速中学校 田中　愛美 大１４　　　４

26 大阪市 大阪産業大学附属中学校 岡崎　奎太 大阪市　　　４ 26 大阪市 浪速中学校 田村　　陽 大阪市　　　４

27 大阪市 大阪産業大学附属中学校 寒作　悠司 大阪市　　　８ 27 大阪市 城南学園中学校 堀江ちひろ 大１４　　１６

28 大阪市 大阪市立平野北中学校 安藤　活弥 大１４　　　８ 28 大阪市 城南学園中学校 今井　彩稀 大１６　　１６

29 大阪市 大阪市立我孫子中学校 坂本　壱竹 大１６　　３２ 29 大阪市 城南学園中学校 児山　心美 大１６　　１６

30 大阪市 大阪市立加美南中学校 東後　周真 大阪市　　　８ 30 大阪市 城南学園中学校 藤原　真優 大１６　　３２

31 大阪市 大阪市立加美南中学校 田村　彗晟 大阪市　　　８ 31 大阪市 城南学園中学校 髙岡　鈴蘭 大１６　　　４

32 大阪市 大阪市立新東淀中学校 石井　洸成 大１６　　３２ 32 大阪市 城南学園中学校 武本　萌衣 大１４　　　２

33 大阪市 浪速中学校 徳永　　空 大阪市　　　４ 33 大阪市 城南学園中学校 山口　花音 大１４　　　１

34 大阪市 浪速中学校 尾形　功貴 大阪市　　　４ 34 大阪市 城南学園中学校 田邑　来未 大１４　　１６

35 大阪市 浪速中学校 羽田　峻也 大阪市　　　４ 35 中河内 金光八尾中学校 田内　結那 南大阪　　　４

36 大阪市 浪速中学校 永山　寛基 大１４　　１６ 36 中河内 八尾市立久宝寺中学校 山口　美柚 南大阪　　　２

37 大阪市 浪速中学校 松田　稔生 大１４　　１６ 37 南河内 富田林市立第三中学校 杉本　愛佳 大１４　　１６

38 中河内 近畿大学附属中学校 露岡　昌範 大１６　　１６ 38 泉北 高石市立取石中学校 鈴岡　蒼惟 南大阪　　　４

39 中河内 東大阪市立玉川中学校 赤澤　　聡 大１４　　　４ 39 泉北 高石市立取石中学校 吉川　乙女 南大阪　　　８

40 中河内 東大阪市立盾津東中学校 宇都宮颯汰 大１６　　３２ 40 泉北 堺市立福泉中学校 松木　　鈴 南大阪　　　８

41 中河内 東大阪市立枚岡中学校 堀口　瑛人 大１４　　１６ 41 泉北 堺市立若松台中学校 加藤　智子 選考基準⑤による

42 中河内 東大阪市立長栄中学校 後藤　聖斗 南大阪　　　８ 42 泉南 岸和田市立野村中学校 西田　夏季 南大阪　　　８

43 中河内 東大阪市立小阪中学校 多田　怜正 南大阪　　　８ 43 泉南 阪南市立飯の峯中学校 松岡　花菜 南大阪　　　８

44 中河内 東大阪市立小阪中学校 中谷　郁人 山梨１４　　１

45 中河内 八尾市立志紀中学校 西添　翔利 南大阪　　　１

46 中河内 八尾市立東中学校 坪山　貴晴 南大阪　　　２

47 泉北 羽衣学園中学校 丸山　隼人 南大阪　　　８

48 泉北 泉大津市立東陽中学校 南　　連也 大１６　　１６

49 泉北 和泉市立富秋中学校 脇坂　留衣 大１４　　　２

50 泉北 和泉市立信太中学校 関口　　駆 南大阪　　　４

51 泉北 堺市立泉ヶ丘東中学校 橋本　真一 大１６　　３２

52 泉北 堺市立日置荘中学校 長谷川　凜 南大阪　　　４

53 泉北 堺市立深井中学校 中辻　貴惣 大１６　　　４

54 泉南 貝塚市立第一中学校 濱口　晴琉 南大阪　　　８

近畿中学生テニス選手権大会　大阪府予選大会　出場者一覧

５月１7日(水)の選考会議の結果、出場が決まった選手の一覧です。

ドロー抽選は当日に行います。

「大会要項の１７）その他」に記載してありますように、大会参加選手による大会会場での当日の練習コートの使用はご遠慮ください。

「大会要項の８）服装・用具」に記載してありますように、日本テニス協会ＨＰの「第４３回全国中学生テニス選手権大会　服装と用具のロゴについて」に従ってください。

出場者一覧に記載されている選手又は組は、本大会を棄権した場合もエントリー代をいただきます。

大会側から出場者に対して急な連絡が必要になった場合には、このホームページに連絡事項を掲載しますので、確認していただきますよう、よろしくお願い致します。


