
男子ダブルス 女子ダブルス

番 地区 学校 名前 戦績 名前 戦績 番 地区 学校 名前 戦績 名前 戦績

1 豊能 豊中市立第十一中学校 立野　貴章 北大阪Ｄ　　８ 竹本　　洋 北大阪Ｄ　　８ 1 豊能 豊中市立第一中学校 鈴木　　藍 大１６Ｄ　　８ 中村　千彩 大１４Ｄ　１６

2 豊能 箕面市立第五中学校 三宅　慧樹 大１６Ｄ　　８ 大桐　壮央 大１２Ｓ　　４ 2 三島 茨木市立三島中学校 沼野　花音 北大阪Ｄ　　１ 藤田　清花 北大阪Ｄ　　１

3 三島 高槻市立阿武野中学校 坂口　勇太 北大阪Ｄ　　1 大津　秀平 北大阪Ｄ　　１ 3 三島 茨木市立三島中学校 西本　小桃 北大阪Ｄ　　４ 玉野　瑞佳 北大阪Ｄ　　４

4 北河内 交野市立第二中学校 西川　豪太 北大阪Ｄ　　３ 水谷　竜斗 北大阪Ｄ　　３ 4 三島 茨木市立三島中学校 鎌田　美咲 北大阪Ｄ　　８ 知花　いこい 北大阪Ｄ　　８

5 北河内 同志社香里中学校 古東　丈幸 北大阪Ｄ　　４ 山﨑　輝 北大阪Ｄ　　８ 5 三島 島本町立第二中学校 小野　　葵 北大阪Ｄ　　２ 前田　紗里奈 北大阪Ｄ　　２

6 北河内 同志社香里中学校 西岡　歩基 北大阪Ｄ　　４ 髙橋　悠貴 北大阪Ｄ　　８ 6 三島 高槻市立阿武野中学校 横山　いのり 北大阪Ｄ　　８ 洞口　葵 北大阪Ｄ　　８

7 北河内 同志社香里中学校 李　賢治 北大阪Ｄ　　８ 斎藤　大輝 北大阪Ｄ　　８ 7 三島 高槻市立阿武野中学校 西坂　未央 北大阪Ｄ　　８ 山本　咲希 北大阪Ｄ　　８

8 北河内 枚方市立第四中学校 岸井　颯汰 大１４Ｄ　　２ 丸岡　草太 大１４Ｄ　　４ 8 北河内 同志社香里中学校 宮本　瞳子 北大阪Ｄ　　４ 築地　彩奈 北大阪Ｄ　　４

9 北河内 枚方市立長尾西中学校 河口　佳晃 北大阪Ｄ　　２ 酒井　秀剛 北大阪Ｄ　　２ 9 北河内 同志社香里中学校 山岡　奈穂 北大阪Ｄ　　８ 安井　七海 北大阪Ｄ　　８

10 大阪市 大阪産業大学附属中学校 岡崎　奎太 大阪市Ｄ　　４ 寒作　悠司 大阪市Ｄ　　４ 10 大阪市 大阪女学院中学校 布村　日菜 大阪市Ｄ　　４ 澤邉　愛 大１４Ｄ　１６

11 大阪市 大阪市立加美南中学校 田村　彗晟 大阪市Ｄ　　４ 野田　侑志 大阪市Ｄ　　４ 11 大阪市 大阪女学院中学校 佐藤　　晴 大阪市Ｄ　　４ 深谷　　萌 大１６Ｄ　３２

12 大阪市 大阪市立加美南中学校 東後　周真 大阪市Ｄ　　８ 高木　海音 大阪市Ｄ　　８ 12 大阪市 大阪女学院中学校 長沼　利沙 大１６Ｄ　１６ 山下　美月 大１４Ｄ　　８

13 大阪市 大阪市立友渕中学校 山田　尚輝 大阪市Ｄ　　４ 谷野　一真 大阪市Ｄ　　４ 13 大阪市 大阪市立瓜破中学校 菅　春妃 大１６Ｄ　３２ 菅　日向 大１４Ｄ　１６

14 大阪市 大阪市立都島中学校 北岡　義貴 大阪市Ｄ　　８ 大田原　響己 大阪市Ｄ　　８ 14 大阪市 大阪市立十三中学校 西堤　雪都 大阪市Ｄ　　８ 中瀬　未奈 大阪市Ｄ　　８

15 大阪市 浪速中学校 小嶋　修史 大１４Ｄ　　１ 永山　寛基 大１４Ｄ　１６ 15 大阪市 大阪市立東生野中学校 今別府梨央 大阪市Ｄ　　４ 藤井　梨緒 大阪市Ｄ　　４

16 大阪市 浪速中学校 徳永　空 大阪市Ｄ　　８ 羽田　峻也 大阪市Ｄ　　８ 16 大阪市 大阪市立東生野中学校 菊井　愛美 大阪市Ｄ　　８ 華山　朋実 大阪市Ｄ　　８

17 大阪市 浪速中学校 坂本　隆浩 大阪市Ｄ　　４ 向井　晃太 大阪市Ｄ　　４ 17 大阪市 大阪市立真住中学校 杉原　果凛 大阪市Ｄ　　８ 高田　梨乃愛 大阪市Ｄ　　８

18 大阪市 浪速中学校 松田　稔生 大１４Ｄ　１６ 松田　幹生 大１４Ｓ　３２ 18 大阪市 浪速中学校 内藤　弥結 大阪市Ｄ　　４ 田村　陽 大阪市Ｄ　　４

19 中河内 東大阪市立枚岡中学校 堀口　瑛人 大１４Ｓ　１６ 安東　大地 大１４Ｓ　３２ 19 大阪市 城南学園中学校 今井　彩稀 大１６Ｄ　３２ 藤原　真優 大１６Ｄ　１６

20 中河内 東大阪市立長栄中学校 太田　元気 南大阪Ｄ　　８ 後藤　聖斗 南大阪Ｄ　　８ 20 大阪市 城南学園中学校 髙岡　鈴蘭 大１６Ｄ　　２ 児山　心美 大１６Ｄ　　２

21 中河内 八尾市立東中学校 坪山　貴晴 南大阪Ｄ　　４ 松田　空流 南大阪Ｄ　　４ 21 大阪市 城南学園中学校 武本　萌衣 大１４Ｄ　　１ 山口　花音 大１４Ｄ　　１

22 中河内 八尾市立八尾中学校 畑　克樹 南大阪Ｄ　　８ 斉藤　大輝 南大阪Ｄ　　８ 22 大阪市 城南学園中学校 吉川木乃香 大１４Ｄ　　８ 入江　夏生 大１４Ｄ　　８

23 中河内 八尾市立曙川南中学校 山下　　力也 南大阪Ｄ　　８ 市川　　夕偉 南大阪Ｄ　　８ 23 大阪市 城南学園中学校 末廣　茜 大１４Ｄ　　８ 田邑　来未 大１４Ｄ　　８

24 南河内 河内長野市立千代田中学校 安原　健太 南大阪Ｄ　　４ 中村　竜英 南大阪Ｄ　　４ 24 大阪市 城南学園中学校 堀江ちひろ 大１４Ｄ　　８ 中村　陽 大１４Ｄ　１６

25 南河内 清教学園中学校 筒井　啓介 南大阪Ｄ　　１ 松田　　健 南大阪Ｄ　　１ 25 南河内 富田林市立第三中学校 杉本　愛佳 大１４Ｄ　１６ 山田　　彩 大１４Ｓ　３２

26 泉北 羽衣学園中学校 丸山　隼人 南大阪Ｄ　　２ 吉川　諒 南大阪Ｄ　　２ 26 中河内 金光八尾中学校 田内　結那 南大阪Ｄ　　８ 浜田　夏実 南大阪Ｄ　　８

27 泉北 高石市立取石中学校 兼田　雄飛 南大阪Ｄ　　８ 桝田　小次郎 南大阪Ｄ　　８ 27 中河内 八尾市立東中学校 細川　笑里 南大阪Ｄ　　８ 高橋　愛香 南大阪Ｄ　　８

28 中河内 八尾市立東中学校 中田　真愛 南大阪Ｄ　　４ 野中　彩未 南大阪Ｄ　　４

29 中河内 八尾市立八尾中学校 池永　弥月 南大阪Ｄ　　８ 橋口　桃子 南大阪Ｄ　　８

30 中河内 八尾市立久宝寺中学校 山口　美柚 南大阪Ｄ　　４ 田地　紗彩 南大阪Ｄ　　４

31 泉北 和泉市立富秋中学校 宮本　寧々 南大阪Ｄ　　８ 長谷川　みや美 南大阪Ｄ　　８

32 泉北 高石市立取石中学校 鈴岡　蒼惟 南大阪Ｄ　　１ 武村　麻美 南大阪Ｄ　　１

33 泉北 高石市立取石中学校 吉川　乙女 南大阪Ｄ　　２ 西田　凪沙 南大阪Ｄ　　２

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。

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。

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。

ドロー抽選は当日に行います。

「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。

「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。


