
 ２０１５年　秋季箕面市民大会【ジュニア女子テニスの部】 ２０１５年１０月３１日(土)

1 古澤　佑果　　 (被昇天) 江草　安珠　 (１中) 75
2 安居　晃　　　　 (３中) 辻岡　花梨　 (止中) 76

3 猪田　里菜　　　 (彩都) 田中　彩葉　 (３中) 77

4 湯本　静海 (３中) 万代　ひかる　 (彩都) 78

優勝5 辻　紗綾　 (１中) 小金丸　菜々実　(被昇天) 79

81
6 上杉　遥歌 (彩都) 木佐一　恵　 (３中) 80

谷口　千里菜　 (１中) 82

森川　穂香　 (５中)7 松本　留果 (１中)

9 橋本　麻耶 (３中)

8 岡﨑　優衣 (５中)

清瀬　夏歩　 (止中) 83
10 大住　愛宮 (１中) 宮本　真愛　 (５中) 84

11 小西　来愛　 (３中) 水野　冬萌　 (彩都) 85
12 田尻　佳奈子　 (彩都) 岩崎　杏菜 (１中) 86

13 西谷　理沙　 (止中) 住吉　美咲　 (被昇天) 87

14 本西　詩穂　 (３中) 宮本　万里奈　 (３中) 88
15 安田　佐和 (１中) 佐々木　美有　 (１中) 89

16 山中　志絵奈　 (３中) 藤井　みな　 (３中) 90
17 植田　真帆　 (被昇天) 松島　姫楽　 (止中) 91

18 尼﨑　楓果　 (彩都) 瀧口　尚子　 (５中) 92

19 花田　珠梨　 (５中) 森　優菜　 (彩都) 93
20 松本　美優 (彩都) 吉田　萌花　 (５中) 94

21 近藤　ひかり (５中) 秋山　ひより　 (被昇天) 95
22 金山　知里 (３中) 大栗　礼華　 (３中) 96

23 福本　陽菜　 (１中) 大屋　咲瑶子　 (１中) 97

24 清水　志帆 (被昇天) 相原　花凜　 (一般) 98
25 琴谷　歩生 (５中) 清田　晏那　 (彩都) 99

26 大藪　真白 (止中) 太田　陽菜　 (５中) 100
27 佐々木　万颯　 (１中) 松野　可麟　 (３中) 101

28 國島　萌衣 (３中) 飴谷　優里　 (１中) 102

29 黒田　美憂梨 (止中) 橘高　知里　 (３中) 103
30 大野　陽菜 (被昇天) 青木　唯楓　 (彩都) 104

31 三柴　杏香　 (１中) 市成　晏菜　 (止中) 105
32 石川　莉華子 (３中) 荷口　優里子　 (５中) 106

33 二宮　優 (彩都) 宮崎　佑香　 (３中) 107

34 河野　真那海 (５中) 佐伯　穂果　 (１中) 108
35 鎌田　真穂 (３中) 森脇　莉緒　 (止中) 109

36 小嶋　菜央 (止中) 久住　カリス　 (３中) 110
37 井澤　花絵　 (１中) 上坂　杏美　 (被昇天) 111

38 白井　晴奈 (止中) 服部　由依　 (３中) 112

39 則武　柚羽　 (彩都) 金森　絢音　 (彩都) 113
40 荒本　菜摘 (３中) 馬屋原　叶葉　 (５中) 114

41 坪田　美穂 (１中) 川内　悠　 (１中) 115
42 角田　千晶 (５中) 山岡　美友　 (止中) 116

43 鹿島　実桜　 (１中) 木田　舞香　 (３中) 117

44 閑田　紀子　 (被昇天) 加藤　美利　 (彩都) 118
45 増岡　優菜 (彩都) 中川　萌会　 (１中) 119

46 髙木　千愛　 (３中) 山口　万佑子　 (５中) 120

八丁　弥愛　

122

47 木村　愛理 (被昇天) 浅井　悠花　 (３中) 121

48
(１中) 123

鎌田　和 (３中) 植田　紗帆　 (被昇天)

49 乾　桃歌 (１中)

浅沼　采佳　 (彩都) 12450 山内　雅美 (３中)

東堂　汐里　

(５中) 12551 赤井　茉那 (彩都)

濱田　桃　 (３中) 12652 石田　七望　 (３中)

川本　春菜　 (止中) 12753 浅田　智羽 (５中)

大玉　雪乃　 (彩都) 12854 中野　桃佳 (止中)

大貫　麗奈　 (１中) 12955 守屋　夢々 (１中)

橋本　芽依　 (止中) 13056 岩崎　由芽　 (３中)

森　友希菜　 (彩都) 13157 西野　いずみ (１中)

中西　絢香　 (３中) 13258 上島　万由子　 (被昇天)

奥田　葉月　 (被昇天) 13359 二宮　まりな　 (一般)

多田　舞花　 (１中) 13460 中村　和奏　 (５中)

富田　梨渚　 (３中) 13561 清田　栞那　 (彩都)

中川　彩花　 (５中) 13662 前原　穂乃花　 (止中)

城家　もも子　 (１中) 13763 徳田　紗也　 (３中)

大江　風衣　 (３中) 13864 繁田　彩乃 (５中)

金森　遥香　 (彩都) 13965 西尾　千奈 (１中)

佐藤　美空　 (被昇天) 14066 松永　瞳　 (彩都)

中原　心優　 (３中) 14167 平井　輝　 (３中)

宮下　真緒　 (彩都) 14268 小川　陽依　 (５中)

古妻　未優　 (１中) 14369 竹安　陽菜 (止中)

楠橋　碧依　 (３中) 14470 政所　舞　 (３中)

根来　里桜　 (止中) 14571 殿谷　芽生　 (被昇天)

辻尾　美優　 (３中) 146

148

72 宮原　美空 (彩都)

貴志　友香　 (１中) 147

74 山本　さくら　 (５中)

73

山本　結花　 (５中)

浅田　采亜　 (止中)


