
49 黒田 真菜美（止中）

井上 美空 （被昇天）

45 山田 珠里亜（三中）

42 村田 望優 （一中）

48 森田 枝子 （一中） 98 重里 沙綺 （五中）

47 岩間 結子 （被昇天） 97 伊藤 愛 （被昇天）

99 大野 楓子 （三中）

宮川 恵和 （五中）

44 竹村 茉希 （一中） 94 中山 愛深 （三中）

芳村 美佑 （三中）

95 吉竹 未憂 （三中）

46 田口 千咲 （五中） 96 薮田 瑠美 （一中）

93

91 小椋 茜 （被昇天）

43 森 咲果 （被昇天） 92 小畑 愛莉 （一中）

37 仁井名 未来（五中） 86 西川 沙也佳（被昇天）

36 尾上 静菜 （止中） 85 大谷 彩奈 （五中）

39

永田 詩織 （三中）

88 宮川 千明 （五中）

40 浜田 絵梨佳（五中） 89 藤田 菜緒 （箕面小）

41 90

38 鹿島 日菜 （一中） 87 井上 実優 （被昇天）

33 坪井 聖 （一中） 82 慎 春洋 （被昇天）

32 中村 柚結 （被昇天） 81 真野 あかね（一中）

35 四浦 美咲 （三中） 84 本西 彩乃 （三中）

34 野口 夏花 （三中） 83 鶴村 友紀 （止中）

29 高田 珠杏 （五中） 78 津本 瑛美 （一中）

28 和泉 祐花 （被昇天） 77 佐藤 麗 （被昇天）

31 倉重 聖奈 （三中） 80 副島 有華 （三中）

30 髙松 帆夏 （三中） 79 藤田 美佑 （三中）

25 阿部 満夏 （三中） 74 野呂 彩花 （被昇天）

24 永栄 杏実 （一中） 73 辻川 亜矢芽（一中）

27 木地本 紗弥（三中） 76 水口 愛菜 （三中）

26 高木 香里 （一中） 75 松澤 彩音 （五中）

21 下世 流実 （一中） 70 阿部 満月 （三中）

20 高見 佳那 （五中） 69 榛葉 友百々（一中）

23 亀尾 玲奈 （被昇天） 72 北野 真奈 （五中）

22 安本 結葵 （三中） 71 安東 稜子 （被昇天）

18 三宅 万菜 （被昇天） 66 植田 のえる（五中）

17 井畑 真里絵（三中） 65 堀尾 茉世 （三中）

68 永山 玲美 （三中）

19 阿戸 ちはる（止中） 67 西野 美咲 （止中）

14 和田 小巻 （被昇天） 62 三山 莉奈 （一中）

13 作元 佳織 （三中） 61 久徳 香奈 （被昇天）

16 岩倉 悠里 （三中） 64 宮浦 伽奈 （三中）

15 小早川 奈々（五中） 63 源 悠奈 （被昇天）

市成 笑菜 （止中）

10 内田 百香 （被昇天） 58 大麻 紗弥加（五中）

12 村上 由佳 （五中） 60 金井 麗奈 （一中）

小島 絵梨香（三中）

55 前田 美穂 （三中）

11 河本 明 （被昇天） 59 清水 祐花 （三中）

9 佐藤 那生 （三中） 57

6 國見 こころ（被昇天）

平成24（2012）年度 秋季箕面市民大会【女子テニス・ジュニアの部】

1 橋本 千愛 （被昇天） 50 小澤 佳乃 （一中）

2 伊島 桃花 （一中） 51

5 後藤 美乃里（五中） 54 三浦 凪穂 （一中）

8 衛藤 千莉 （五中） 56 西澤 楓 （三中）

7 足利 菜々 （一中）

3 山下 侑季乃（三中） 52 佐藤 由依子（五中）

4 西元 理紗 （三中） 53 山﨑 里欧 （被昇天）

優勝


