
決勝戦
シード No. 選手 地域 所属

1 1 川床　萠 （関西 ・園田学園高 ）

川床

2 唐下　歓子 （中国 ・山陽女子高 ） 61 60

川床

3 黒田　祐加 （東海 ・椙山女学園高 ） 63 61

相羽

4 相羽　望 （関東 ・秀明英光高 ） 63 67(7)

64 川床

5 岡田上  千晶 （東北 ・青森山田高 ） 64 61

岡田上

6 磯貝　綾子 （関東 ・エーススポーツプラザ市川 ） 75 62

岡田上

7 高橋  美誉子 （四国 ・高松中央高 ） 46 64 76(5)

大見

15 8 大見　真衣子 （東海 ・金城学院高 ） 57 62 64

9 9 岡  あゆみ （関西 ・夙川学院高 ）

岡

10 立木　はる夏 （東海 ・椙山女学園高 ） 63 62

岡

11 上赤　早紀 （九州 ・向陽高 ） 61 63 

西村

12 西村  秀歩 （関西 ・四ﾉ宮TC ） 36 75 64

岡

13 川内　智代 （北信越 ・仁愛女子高 ） 75 76(4)

山内

14 山内　美幸 （東海 ・ﾆｭｰｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝＴＣ ） 76(8) 62

久見

15 松尾　絵里 （北信越 ・松商学園高 ） 36 63 62

久見

5 16 久見  香奈恵 （関西 ・園田学園高 ） 76(5) 64

4 17 加藤  夕香子 （関西 ・夙川学院高 ）

加藤

18 坪  奈津美 （関東 ・ＪＩＴＣ ） 06 64 61

綾部

19 綾部  真紀 （北信越 ・仁愛女子高 ） 64 60

綾部

20 杉浦　みなみ （東海 ・名径大高蔵高 ） 63 64

綾部

21 田中　芳美 （九州 ・鳳凰高 ） 64 64 

宮崎

22 宮崎　優実 （九州 ・ルーテル学院高 ） 63 64

高屋

23 高屋  桃絵 （関西 ・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝ヶ池 ） 61 63 

高屋

14 24 上田　実来 （九州 ・ルーテル学院高 ） 64 63

10 25 高雄　恵利加 （関東 ・アートヒルＴＣ ）

高雄

26 山田　奈緒子 （中国 ・山陽女子高 ） 62 61

高雄

27 青木　香織 （関東 ・共栄学園高 ） 61 61 

我妻

28 我妻  玲那 （東北 ・ナスパTA ） 61 64 シード

高雄 1 川床　萠 関西 園田学園高

29 鳥羽  海希子 （東北 ・秋田ｱｽﾚﾃｨｯｸC ） 64 62 2 細谷　夕香 東海 静岡市立高

許 3 大西  香 関西 園田学園高

30 許  愛希 （関西 ・Balle　Blanche　） 61 63 4 加藤  夕香子 関西 夙川学院高

許 5 久見  香奈恵 関西 園田学園高

31 富山  姫子 （北海道 ・札幌日大高 ） 26 64 76(5) 6 土屋　奈夏 関東 共栄学園高

土屋 7 五十嵐　絢佳 関東 武蔵野ドームＴＳ

6 32 土屋　奈夏 （関東 ・共栄学園高 ） 36 61 64 8 田中　真梨 関東 ＪＩＴＣ

川床

64 61

高雄

62 64

高雄

26 63 76(6)
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62 63



シード No. 選手 地域 所属

7 33 五十嵐　絢佳 （関東 ・武蔵野ドームＴＳ ）

五十嵐

34 池元　春菜 （九州 ・宮崎商高 ） 64 63

五十嵐

35 吉山  佳織 （関西 ・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ ） 61 63

前田

36 前田  実穂 （北信越 ・仁愛女子高 ） 36 63 61

宮村

37 辻村  香名子 （関西 ・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ ） 64 76(5)

辻村

38 和泉  有香 （四国 ・高松中央高 ） 57 61 64

宮村

39 中村　遼 （九州 ・柳川高 ） 63 64

宮村

11 40 宮村　美紀 （関東 ・ミヤムラＴＳ ） 46 61 64

13 41 高崎　恭子 （関東 ・エーススポーツプラザ市川 ）

高崎

42 富田　麗 （中国 ・岡山朝日高 ） 64 61

柴田

43 小川　加奈子 （北海道 ・札幌日大高 ） 61 64

柴田

44 柴田　彩子 （関東 ・荏原ＳＳＣ ） 62 61

大西

45 梅田　さやか （関東 ・藤村女子高 ） 61 76(8)

梅田

46 富田  梨絵子 （関東 ・サンＴＡ ） 61 64

大西

47 今井  桃子 （北信越 ・松商学園高 ） 63 61

大西

3 48 大西  香 （関西 ・園田学園高 ） 61 61

8 49 田中　真梨 （関東 ・ＪＩＴＣ ）

田中

50 奥村　麗奈 （関東 ・浦和学院高 ） 62 61

田中

51 角田　良美 （関東 ・荏原ＳＳＣ ） 60 60

角田

52 太田　あや （中国 ・安田女子高 ） 60 60

田中

53 小原　由希 （四国 ・高知高 ） 64 36 64

堀川

54 堀川  真菜 （四国 ・松山中央高 ） 64 61

富山

55 青木  聡美 （北海道 ・札幌日大高 ） 62 60

富山

12 56 富山  愛 （関西 ・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ ） 60 60

16 57 北村  久美 （関西 ・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ ）

北村

58 森  友香 （関西 ・飛翔館高 ） 63 63

伊藤

59 平山  恵美 （関東 ・三菱養和ＴＳ ） 62 57 64

伊藤 シード

60 伊藤  亜理沙 （関西 ・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ ） 26 62 61 9 岡  あゆみ 関西 夙川学院高

伊藤 10 高雄　恵利加 関東 アートヒルＴＣ

61 武田  麻衣 （北海道 ・札幌日大高 ） 64 26 64 11 宮村　美紀 関東 ミヤムラＴＳ

渡邉 12 富山  愛 関西 大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

62 渡邉  華奈 （東海 ・県立岐阜商業高 ） 62 61 13 高崎　恭子 関東 エーススポーツプラザ市川

細谷 14 上田　実来 九州 ルーテル学院高

63 嵯峨  日登美 （東北 ・聖霊女子短大付属高 ） 63 76(7) 15 大見　真衣子 東海 金城学院高

細谷 16 北村  久美 関西 大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

2 64 細谷　夕香 （東海 ・静岡市立高 ） 61 61 補欠

1 畑中　葵 関東 楠クラブ
ディレクター：佐藤　政廣 2 山手 砂野加 中国 山陽女子高
レフェリー：  福井　規夫 3 中西  由希子 関西 園田学園高

伊藤

64 63
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大西

61 64

18歳以下女子シングルス　No.2.

大西

60 64


