
２０２１県フェスティバル
１３歳男子ダブルス

148414 西山 蒼司 T.K.Cジュニアアカデミー 上野 近田 104194 近田 輝明 香枦園TC

141860 高橋 央太郎 First-J 角所 板谷 120209 板谷 学 潮芦屋ミズノTS 

135915 濱尾 歩夢 テニスプラザ尼崎 上野 WO 永坂 62 187975 玉田 一将 T.K.Cジュニアアカデミー

105387 新井 健斗 T-EGG 角所 春田 155174 三木 望夢 T.K.Cジュニアアカデミー

193306 上野 和眞 T.K.Cジュニアアカデミー WO 沖田 75 永坂 174148 永坂 侑久 テニスアメニティ園田

171655 角所 寧應 T.K.Cジュニアアカデミー 中野 春田 110452 春田 陽向 テニスアメニティ園田

146343 畠中 結翔 宝塚TCO 野沢 63 高橋 WO 101866 坂本 淳 ノアインドアステージ　つかしん

126500 荒木 蓮 宝塚TCO 津田 市川 171540 小橋 悠人 ノアインドアステージ　つかしん

127614 野沢 栄之助 GR8 62 沖田 63 高橋 180850 出井 誠太郎 西宮テニスクラブ

146705 津田 哲平 GR8 中野 市川 132361 湯川 慎直人 テニスプラザ尼崎

107153 寺田 耕介 雲雀丘中 沖田 60 高橋 60 179753 高橋 史生 A&F

102465 幣 知記 雲雀丘中 中野 市川 141210 市川 川慶 A&F

112586 沖田 宙洛 ALLROUND 60 舩岡 河野 61 加藤 174503 加藤 圭 宝塚TCO

161715 中野 敬仁 西宮テニスクラブ 石川 井上 前川 130768 前川 治紀 ノアインドアステージ　宝塚

109917 舩岡 恵大 宝塚TCO 舩岡 75 62 WO 185544 堀井 拓斗 Special　One　TA

185209 石川 雄大 宝塚TCO 石川 181043 松本 圭司 西宮テニスクラブ

149709 大江 南都 テニスプラザ尼崎 60 舩岡 豊島 187125 豊島 慶大 テニスプラザ尼崎

187788 片山 琉空 テニスプラザ尼崎 石川 谷 150744 谷 琉成 A&F

108930 中川路 栄人 ル・クールTA 島田 60 豊島 62 171734 井上 仁 甲南中
134851 藤谷 柊司 ル・クールTA 土佐 谷 177227 高橋 舜士 ノアインドアステージ　宝塚

186567 島田 航 ノアインドアステージ　宝塚 WO 舩岡 63 南部 114941 南部 皓太郎 宝塚TCO

131855 土佐 幸太郎 ノアインドアステージ　宝塚
石川 影林 174266 影林 佑史 宝塚TCO

132668 山口 寛人 ACE TC 松岡 64 河野 63 171629 西岡 真紘 テニスプラザ尼崎
185598 請川 舜 ACE TC 福田 井上 126334 水原 康貴 西宮テニスクラブ

103085 松岡 聖弥 ノアインドアステージ　BM 61 松岡 61 設楽 195819 伊東 佑真 TEAM MARS

118828 福田 蒼惟 トップラン 福田 村山 120525 高山 怜大 TEAM MARS

192416 福家 匠音 甲南中 山本 62 河野 75 103765 設楽 アンドレ斗宇吾 ラボキッズジュニア

158527 平野 司 甲南中 御前 井上 196467 村山 蒼 ラボキッズジュニア

100111 山本 一心 ノアインドアステージ　宝塚 WO 61 河野 123562 髙橋 錬人 トップラン

140896 御前 湊麓 テニスプラザ尼崎 井上 180768 高木 一磨 トップラン

WO 134661 河野 晃太 ラボキッズジュニア

112367 井上 陽斗 ラボキッズジュニア
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