
女子の部
No. ｼｰﾄﾞ 選手 地域 所属

1 ① 久見 香奈恵 （関西 ・園田学園高 ）
久見

2 的場 裕加 （関西 ・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ ） 75 63
久見

3 嵯峨 日登美 （東北 ・聖霊女子短大付属高 ） 64 63
伊藤

4 伊藤 絵美子 （東海 ・ミナミＴＣ ） 64 63
久見

5 古賀 愛美 （九州 ・筑陽学園高 ） 57 64 63
田代

6 田代 美智 （北海道・札幌清田高 ） 62 76(3)
守内

7 梶尾 奈央 （九州 ・熊本高 ） 62 76(5)
守内

8 ⑤ 守内 千絵 （関西 ・REX KOBE ） 62 64
福井

9 ④ 福井 恵実 （九州 ・柳川高 ） 61 62
福井

10 堀川 真菜 （四国 ・松山中央高 ） 62 64
福井

11 五十嵐 絢佳 （関東 ・武蔵野ドームＴＳ ） 61 62
五十嵐

12 西改 由衣 （四国 ・城南高 ） 62 63
福井

13 河合 美佳 （関東 ・Sinone Tennis College ） 61 61
須加田

14 須加田 梢恵 （関西 ・園田学園高 ） 63 36 61
須加田

15 上村 奈都子 （関西 ・WATS ） 75 64
上村

16 ⑥ 阿部 瑠美 （四国 ・徳島商業高 ） 16 62 60
 福井

17 ⑧ 高崎 恭子 （関東 ・エーススポーツプラザ市川 ）   62 64
高崎

18 宮﨑 優実 （九州 ・ルーテル学院高 ） 75 61
高原

19 高原 靖佳 （中国 ・美鈴ガ丘高 ） 61 61
高原

20 武田 麻衣 （北海道・札幌日大高 ） 63 62
高原

21 松尾 絵里 （北信越・松商学園高 ） 62 76（5）
松尾

22 山内 美幸 （東海 ・西遠女子学園高 ） 64 16 63
東

23 今井 桃子 （北信越・松商学園高 ） 64 75
東

24 ③ 東 友賀 （九州 ・宮崎商業高 ） 60 62
森田

25 ⑦ 森田 あゆみ （関東 ・パームインターナショナルテニスアカデミー ） 63 63
森田

26 川内 智代 （北信越・仁愛女子高 ） 63 61
森田

27 吉川 弘野 （中国 ・安田女子高 ） 63 63
大見 シード

28 大見 真衣子 （東海 ・金城学院高 ） 61 62 ① 久見 香奈 園田学園高

森田 ② 川村 美夏 ＪＩＴＣ
29 加藤 夕香子 （関西 ・夙川学院高 ） 63 62 ③ 東 友賀 宮崎商業高

加藤 ④ 福井 恵実 柳川高
30 齋藤 友里子 （東北 ・山形東高 ） 60 62 ⑤ 守内 千絵 REX KOBE

前澤 ⑥ 阿部 瑠美 徳島商業高

31 前澤 かおる （関東 ・共栄学園高 ） 62 76(8) ⑦ 森田 あゆみ パームインターナショナルテニスアカデミー

前澤 ⑧ 高崎 恭子 エーススポーツプラザ市川

32 ② 川村 美夏 （関東 ・ＪＩＴＣ ） 63 76(1) 63
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