
＊2022 県中学選手権・参加申し込み者 【確定】　　4/28 【順不同】

男子シングルス　 男子ダブルス 女子シングルス　　 女子ダブルス
氏　名 学校名 氏　名 学校名 氏　名 学校名 氏　名 学校名

1 安藤　大貴 川西市立東谷 1 西山　蒼司 神戸市立友が丘 1 石川　夕楓 明石市立大蔵 1 古瀬　花夏 芦屋市立精道

2 池畠　舷生 明石市立大蔵 上野　和眞 神戸市立友が丘 2 以須野　心音 尼崎市立武庫東 碇　くるみ 芦屋市立精道

3 市川　　慶 神戸市立布引 2 平野　　司 甲南 3 大西　瑠歌 明石市立二見 2 梅崎　咲心 神戸市立井吹台

4 大浦　蒼唯 神戸市立垂水 松本　康平 甲南 4 菅野　なつ 親和 山上　詩花 神戸市立井吹台

5 坂本　光音 芦屋市立山手 3 石田　　哲 尼崎市立園田東 5 髙原　優芽 明石市立朝霧 3 但馬　　凛 啓明学院

6 清水　良真 尼崎市立立花 浜田　隆希 尼崎市立園田東 6 古瀬　花夏 芦屋市立精道 松本　悠布 啓明学院

7 南部　皓太郎 伊丹市立笹原 4 西村　匠翔 甲南 7 森田　凜々花 園田学園 4 立花　舞乃 伊丹市立松崎

8 春田　陽向 尼崎市立園田 福家　匠音 甲南 8 山岡　美月 西宮市立甲陵 槇原　　凛 伊丹市立松崎

9 福家　匠音 甲南 5 三木　元気 神戸市立井吹台 9 伊藤　加恋 姫路市立城乾 5 木下　寧温 神戸市立垂水

10 舩岡　圭大 伊丹市立天王寺川 古川　　遼 神戸市立井吹台 10 奥井　彩月 雲雀丘学園 早見　芽衣 神戸市立垂水

11 古川　　遼 神戸市立井吹台 6 釜坂　勇輝 神戸大学附属中等教育 11 金光　柚奈 神戸市立竜が台 6 奥井　彩月 雲雀丘学園

12 松岡　聖弥 たつの市立揖保川 大江　南都 神戸大学附属中等教育 12 原田　愛子 仁川学院 森島　寧々 雲雀丘学園

13 向　　奏太 神戸市立星陵台 7 石川　雄大 宝塚市立山手台 13 五島　宇莉 尼崎市立武庫 7 藤井　春佳 雲雀丘学園

14 井上　陽斗 三木市立三木 影林　佑史 宝塚市立山手台 14 荒川　愛子 明石市立大久保北 冨田　真央 雲雀丘学園

15 沖田　宙洛 雲雀丘学園 8 中野　敬仁 雲雀丘学園 15 山岡　蓮奈 西宮市立真砂 8 松田　瑠奈 雲雀丘学園

16 河津　　葵 啓明学院 沖田　宙洛 雲雀丘学園 16 山上　詩花 神戸市立井吹台 森　   明理 雲雀丘学園

17 釜坂　勇輝 神戸大学附属中等教育 9 戸谷　燦太 神戸市立本山 17 寺井　瑞希 伊丹市立天王寺川 9 大西　瑠歌 明石市立二見

18 菊川　雄介 神戸市立大池 豊島　慶大 神戸市立本山 18 小谷　心結 兵庫教育大附属 山本　結貴 明石市立二見

19 宮本　善吏 神戸市立塩屋 10 山本　　瑛 関西学院 19 上田　莉恋 加古川市立陵南 10 寺井　瑞希 伊丹市立天王寺川

20 戸谷　燦太 神戸市立本山 加藤　　圭 関西学院 20 水口　奈美希 伊丹市立西 岸村　柴乃 伊丹市立天王寺川

21 高橋 央太郎 伊丹市立笹原 11 向　　奏太 神戸市立星陵台 21 青山　琴美 神戸市立押部谷 11 金光　柚奈 神戸市立竜が台

22 三木　元気 神戸市立井吹台 角所　寧應 神戸市立星陵台 22 村上　璃優 小野市立小野 金光　凛奈 神戸市立竜が台

23 山本　能亜 宝塚市立宝梅 12 山本　昂平 啓明学院 23 大塚あかね 神戸市立桜が丘 12 山岡　蓮奈 西宮市立真砂

24 糸嶺　昊樹 神戸市立高倉 河津　　葵 啓明学院 24 中村　玲那 神戸市立長峰 伊藤　　蘭 西宮市立真砂

25 西山　蒼司 神戸市立友が丘 13 北山　夏槻 神戸市立山田 25 田﨑　菜々美 相生市立双葉 13 村井愛里紗 西宮市立真砂

26 西村　匠翔 甲南 山内　征樹 神戸市立山田 26 藤木　陽花 神戸市立桃山台 吉田　彩夏 西宮市立真砂

27 石田　哲 尼崎市立園田東 14 土谷　　星 明石市立大久保北 27 梅崎　咲心 神戸市立井吹台 14 中坂　悟梨（未入金） 神戸市立鷹匠

28 中野　敬仁 雲雀丘学園 高橋　史生 明石市立大久保北 28 立花　舞乃 伊丹市立松崎 宮田　優愛（未入金） 神戸市立鷹匠

29 土谷　　星 明石市立大久保北 29 槇原　　凛 伊丹市立松崎 15 石川　夕楓 明石市立大蔵

30 尾崎　奏多 神戸市立井吹台 30 石田　実莉 西宮市立苦楽園 高木　咲希 明石市立大蔵

31 武井　真樹 神戸市立神戸生田 31 澤　　涼帆 三木市立三木東

32 北山　夏槻 神戸市立山田

33 北川　智也 神戸市立筒井台

34 和田　陽向 神戸市立福田


