
2010 楽天杯 兵庫県春季ジュニアテニス選手権大会 本戦シード順位一覧表

BS12U BS16U BS18U
所属名 順位 所属名 順位 所属名 順位

山田 健人 ＡＣＥ ＴＣ 1 堀切 啓貴 ﾃﾝ・ＩＦＴ 1 上原 伊織 甲南高 1
羽澤 慎治 Advantage TC 2 竹元 佑亮 トップラン 2 池川 浩史 相生学院高 2
太田 智貴 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 西村 顕人 ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC 金江 紀幸 甲南高
村西 開斗 TEAM.K 岡田 岳 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC 宇治 崇之 相生学院高

兼任 勇士郎 難波徹NAMP 藤 圭太 関西学院高

石宇 健人 甲南中 嶋田 颯人 相生学院高

綾部 翼 甲南中 諫山 航平 相生学院高

山本 将隆 COZY 古井 俊輔 相生学院高

大西 潤 甲南高

GS12U GS16U 衣川 郁弥 相生学院高

所属名 順位 所属名 順位 西川 優輝 明石城西高

伊藤 沙弥 難波徹NAMP 1 加地 遥 園田学園高 1 古村 賢太 甲南高
河合 麻央 人丸TC 2 山本 ひかり 園田学園中 2 角山 智哉 仁川学院高

大塚 芽生 難波徹NAMP 森田 恵美 難波徹NAMP 岩佐 飛鷹 関西学院高

浦上 喜帆 ﾀﾙﾐｸﾞﾘｰﾝTC 田畑 真奈美 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC 長南 友貴 相生学院高

髙津 采希 園田学園中 西口 幸成 芦屋学園高
増井 菜裕 難波徹NAMP

松井 くるみ 芦屋GTC GS18U
筒井 八雪 園田学園中 所属名 順位

山本 みどり 園田学園高 1

BS14U BD16U 真田 涼子 園田学園高 2

所属名 順位 所属名 順位 野井 夕夏子 駿台甲英高

林 大貴 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 1 石宇 健人 甲南中 田中 桃子 園田学園高

越智 真 Noah．I．Ｓ． 2 山本 将隆 COZY 宇佐美 愛 園田学園高

上曽山 拓実 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 堀切 啓貴 ﾃﾝ・ＩＦＴ 村上 亜利沙 園田学園高

逸﨑 凱人 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 細川 和希 トップラン 池田 愛依 園田学園高

古川 耕太郎 宝塚T.CO 東中 瑠衣子 夙川学院高

塩谷 祐樹 宝塚T.CO 斎藤 未來 園田学園高

中野 陸 難波徹NAMP 北浦 朱紗 明石城西高

山本 直人 友が丘中 天米 愛 園田学園高

濵田 美樹 園田学園高

GS14U GD16U 望月 佑起 夙川学院高

所属名 順位 所属名 順位 中山 朋子 夙川学院高

釜江 玲奈 園田学園中 1 松井 くるみ 芦屋GTC 大東 彩 夙川学院高

向井 マリア 木曜会神戸 2 森田 恵美 難波徹NAMP 足立 芽衣 園田学園高

東 綾香 難波徹NAMP 山本 ひかり 園田学園中

上 唯希 難波徹NAMP 田中 千愛 園田学園中 BD18U
筒井 八雪 園田学園中 所属名 順位

加地 遥 園田学園高 上原 伊織 甲南高
髙津 采希 園田学園中 古村 賢太 甲南高
井口 亜優 園田学園中 宇治 崇之 相生学院高

嶋田 颯人 相生学院高

BD14U 池川 浩史 相生学院高

所属名 順位 古井 俊輔 相生学院高

高田 直幸 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC 金江 紀幸 甲南高
師玉 晃揮 g.d.o. 大西 潤 甲南高
林 大貴 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 諫山 航平 相生学院高

逸﨑 凱人 ﾃﾆｽﾌﾟﾗｻﾞ尼崎 長南 友貴 相生学院高

西川 優輝 明石城西高

山下 陽太 相生学院高

藤 圭太 関西学院高

山本 貴大 関西学院高

角山 智哉 仁川学院高

GD14U 辻田 昂大 仁川学院高

所属名 順位

上 唯希 難波徹NAMP GD18U
釜江 玲奈 園田学園中 所属名 順位

岸上 歌華 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC 村上 亜利沙 園田学園高

栗本 麻菜 ﾛｲﾔﾙﾋﾙ'81TC 山本 みどり 園田学園高

斎藤 未來 園田学園高

池田 愛依 園田学園高

田中 桃子 園田学園高

真田 涼子 園田学園高

天米 愛 園田学園高

宇佐美 愛 園田学園高

望月 佑起 夙川学院高

東中 瑠衣子 夙川学院高

安宅 晴菜 明石城西高

池田 有紀 明石城西高

高見 楓 夙川学院高

笠井 里織 夙川学院高

北浦 朱紗 明石城西高

大嶋 あゆ子 明石城西高
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※JAPAN OPEN JUNIOR,トヨタジュニアの出場者が出た場合
16U,18Uの本戦１のシード順位は繰り上がります。


