
2016県フェスティバル

１７歳女子ダブルス予選

209336 樋口 実柚 御影高 樋口 209732 道倉 彩菜 市伊丹高 道倉

220428 山﨑 和佳奈 御影高 山﨑 294426 倉谷 実里 市伊丹高 倉谷

281584 赤﨑 文優 須磨友が丘高 平野 61 240967 臼井 弥佑 舞子高 上原 61

221689 嶋田 沙也加 須磨友が丘高 足立 295397 前田 美紗希 舞子高 香椎

229477 平野 未鈴 甲南女高 62 樋口 260108 上原 裕子 北須磨高 60 道倉

208732 足立 綸 甲南女高 山﨑 278047 香椎 霞 北須磨高 倉谷

210767 入江 志帆 賢明高 入江 63 214643 中川 優花 須磨友が丘高 中川 60

277107 垣内 希方 賢明高 垣内 235265 片岡 美穂 須磨友が丘高 片岡

299180 山下 歩芳 宝塚高 62 渡邉 220332 大門 真里愛 葺合高 60 中川

231464 中村 美月 宝塚高 小松 243178 藤本 理子 葺合高 片岡

209057 渡邉 来夢 啓明高 渡邉 61 269177 佐々木 麻衣 宝塚西高 平尾 62

249145 小松 咲 啓明高 小松 256998 尾形 碧 宝塚西高 宮下

261659 野村 朋花 宝塚西高 61 髙島 229013 平尾 星音 御影高 61 道倉

230349 山口 莉奈 宝塚西高 久保 259610 宮下 莉緒 御影高 倉谷

278612 大田 礼美 伊丹西高 髙浪 60 273790 野村 妃菜 神戸野田高 木下 60

298748 松山 華子 伊丹西高 松田 265910 宗政 雅音 神戸野田高 吉岡

252613 髙浪 理子 市伊丹高 髙浪 75 242519 木下 沙耶香 北摂三田高 木下 76（3）

231309 松田 唯菜 市伊丹高 松田 250078 吉岡 花絵 北摂三田高 吉岡

257065 澤野 愛 北摂三田高 63 髙島 214932 川名 瑞樹 伊丹北高 61 氏田

291711 上田 萌乃 北摂三田高 久保 245274 白井 萌愛 伊丹北高 棚橋

206141 冨吉 真生 武庫荘総合高 冨吉 60 283316 福原 真理 須磨学園高 氏田 75

224718 大﨑 かえで 武庫荘総合高 大﨑 258480 城 響希 須磨学園高 棚橋

245107 池田 実咲希 伊丹北高 61 髙島 207544 氏田 菜々子 市伊丹高 60 氏田

240160 入江 拓実 伊丹北高 久保 290587 棚橋 七海 市伊丹高 棚橋

277591 髙島 彩香音 須磨翔風高 62 髙島 210123 渡部 姫香 星陵高 61 道倉

260342 久保 優花 須磨翔風高 久保 211707 高森 春香 星陵高 倉谷

219473 武盛 沙耶 市伊丹高 藤田 62 299773 土屋 香奈 宝塚東高 土屋 60

247368 今村 奈優 市伊丹高 遠山 247911 大谷 晴香 宝塚東高 大谷

282860 藤田 結衣 須磨学園高 藤田 62 240569 津島 瑞生 賢明高 津島 62

299969 遠山 汐音 須磨学園高 遠山 245009 藤尾 知美 賢明高 藤尾

290589 中道 咲稀 猪名川高 61 藤田 208204 中田 美桜 武庫荘総合高 63 森島

274543 佐尾山 春奈 猪名川高 遠山 240203 吉谷 実奈 武庫荘総合高 小松

262464 本澤 愛 西宮北高 宮本 60 258440 藤田 綾夏 西宮北高 森島 62

263454 時宗 沙羅 西宮北高 池内 274001 前田 美咲 西宮北高 小松

298088 宮本 幸芽 県西宮高 60 鷹取 254018 森島 鈴菜 西宮南高 64 森島

259858 池内 友香 県西宮高 鷹取 262718 小松 あかね 西宮南高 小松

236200 鷹取 遥香 川西明峰高 64 岡田 270136 守時 舞 宝塚高 64 森島

218148 鷹取 萌香 川西明峰高 中村 270379 数田 奈月 宝塚高 小松

253299 太田 彩夏 西宮南高 上井 63 211975 野村 菜月 県西宮高 野村 64

269120 植村 静 西宮南高 川南 204367 藤井 夕己 県西宮高 藤井

277322 上井 黎彩 須磨ノ浦高 上井 63 254013 間片 ふう菜 三田祥雲館高 間片 63

219870 川南 のど佳 須磨ノ浦高 川南 248438 中間 有砂 三田祥雲館高 中間

211851 麻生 朋恵 長田高 63 岡田 237760 西田 琉花 長田高 61 森本

244404 大木 こころ 長田高 中村 259831 有原 千尋 長田高 國村

204907 岡田 沙里 伊川谷高 岡田 76（4） 268130 木下 寧々 川西明峰高 森本 64

233830 中村 妃友実 伊川谷高 中村 229080 横山 加奈 川西明峰高 國村

215563 馬場 南帆 市西宮高 60 岡田 242337 森本 彩湖 市西宮高 WO 森本

239788 島田 美穂 市西宮高 中村 282532 國村 尚世 市西宮高 國村

218635 田中 ゆり 宝塚東高 76（1） 284408 小林 央奈 神戸野田高 62

217901 廣田 千智 宝塚東高 283731 長江 夢 神戸野田高
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220084 西野 紗梨香 市西宮高 西野 250493 大崎 春香 市西宮高 大崎

251197 川端 沙希 市西宮高 川端 295498 植木 絢美 市西宮高 植木

262190 北村 七海 武庫荘総合高 伊藤 61 220972 清水 遥日 兵庫高 清水 76（5）

292557 熱田 結紀 武庫荘総合高 村瀬 210754 村上 遥香 兵庫高 村上

267745 伊藤 綾美 御影高 60 西野 221011 高橋 沙弥 須磨友が丘高 64 大崎

271450 村瀬 真穂実 御影高 川端 201227 野々上 天音 須磨友が丘高 植木

286594 中村 衣吹 須磨友が丘高 青野 62 274854 竹久 あゆか 猪名川高 尾松 60

279157 篠原 春伽 須磨友が丘高 八島 243631 大井 琴葉 猪名川高 東野

266002 青野 早希子 啓明高 62 青野 256435 尾松 桃佳 宝塚西高 76（2） 福島

248000 八島 汐帆子 啓明高 八島 278251 東野 百花 宝塚西高 堀江

271181 前田 紗季 宝塚西高 高見 64 228050 佐藤 ひより 須磨ノ浦高 福島 64

220720 金森 愛 宝塚西高 能浦 250510 綿井 鈴梨 須磨ノ浦高 堀江

238096 高見 百花 須磨ノ浦高 63 西野 278199 福島 優羽 県西宮高 64 大崎

214352 能浦 有美 須磨ノ浦高 川端 223213 堀江 菜々花 県西宮高 植木

239111 井下 清楓 西宮北高 高橋 63 280283 末廣 園葉 北摂三田高 末廣 60

284248 久保 花奈 西宮北高 増田 210215 矢野 葵 北摂三田高 矢野

253422 丸山 千尋 三田祥雲館高 高橋 60 276975 桐山 野乃 長田高 楢﨑 61

200496 原 悠梨奈 三田祥雲館高 増田 264638 大皿 有希乃 長田高 山之内

254372 高橋 依子 川西明峰高 75 高橋 240976 楢﨑 真衣 御影高 76（3） 末廣

236129 増田 実桜 川西明峰高 増田 203915 山之内 萌 御影高 矢野

279771 松井 千里 県西宮高 阪口 60 224609 新田 海帆 須磨学園高 長谷川 62

254021 轟 瑠花 県西宮高 中山 246745 大木 奏舞 須磨学園高 河本

297610 阪口 楓季子 北摂三田高 60 阪口 223490 長谷川 莉子 尼崎稲園高 60 長谷川

293375 中山 悠里 北摂三田高 中山 239943 河本 菜緒子 尼崎稲園高 河本

218357 表 綾音 宝塚北高 WO 多田 205711 吉田 安佑 西宮南高 61 河村

226399 谷口 夢乃 宝塚北高 安川 231083 西谷 美穂 西宮南高 北川

205128 森野 早紀 川西北陵高 多田 61 229363 柳田 愛里咲 啓明高 柳田 64

256651 南 実佑 川西北陵高 安川 211671 勝山 真有 啓明高 勝山

282480 多田 早希 雲雀丘高 多田 60 272209 大木 柚季 西宮北高 早川 75

284104 安川 瑞起 雲雀丘高 安川 258375 春名 望未 西宮北高 薮木

298952 橋本 遥 市伊丹高 WO 多田 217226 早川 真由 滝川第二高 61 河村

205134 片山 唯 市伊丹高 安川 234956 薮木 千穂 滝川第二高 北川

263576 人見 美雪 市西宮高 野沢 61 293990 大田 万結 川西明峰高 河村 62

233037 巻木 彩花 市西宮高 横野 225399 木丸 美咲 川西明峰高 北川

241583 野沢 菜々子 伊丹北高 64 野沢 235837 河村 莉奈 雲雀丘高 61 河村

298260 横野 ももか 伊丹北高 横野 291342 北川 凜 雲雀丘高 北川

212460 園川 涼夏 猪名川高 61 多田 252876 篠原 緋美 市伊丹高 61 河村

269293 松田 美優音 猪名川高 安川 280307 加藤 まどか 市伊丹高 北川

271180 張 明希 須磨学園高 嶋本 75 285692 中松 早希 市西宮高 中松 75

213640 髙橋 理々花 須磨学園高 西尾 280908 辰馬 佑紀 市西宮高 辰馬

280421 正親 三菜 西宮南高 嶋本 61 268828 角間 菜穂 西宮南高 角間 62

223835 中村 亜優 西宮南高 西尾 222263 木嶋 貴音 西宮南高 木嶋

205983 嶋本 江里 長田高 64 西村 277823 横山 佳奈 伊丹北高 62 平田

205957 西尾 友希 長田高 加藤 297902 山下 華鈴 伊丹北高 嶋田

267043 日名 彩乃 伊川谷高 西村 62 239076 田中 彩花 常盤高 八木 60

238843 松浦 侑香 伊川谷高 加藤 255587 三谷 真夕 常盤高 石黒

261350 西村 綾莉 常盤高 61 西村 284175 八木 歩美 三田西陵高 WO 平田

273404 加藤 友梨奈 常盤高 加藤 267185 石黒 真子 三田西陵高 嶋田

252949 秦 智子 市伊丹高 64 211705 平田 薫愛 星陵高 62

256964 平田 真生 市伊丹高 233880 嶋田 有子 星陵高
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240872 真田 尚実 須磨ノ浦高 真田 208978 井上 明茅季 御影高 井上

211697 山本 佳穂 須磨ノ浦高 山本 283139 松井 綾花 御影高 松井

219156 中嶋 美佳 伊丹北高 副島 63 227872 鈴木 有紗 川西北陵高 鈴木 60

267461 辻 恋希 伊丹北高 橋本 237396 小柳 結梨乃 川西北陵高 小柳

210597 副島 彩乃 市西宮高 60 真田 241928 富岡 美郁 須磨友が丘高 60 井上

219106 橋本 萌 市西宮高 山本 258825 山﨑 日香梨 須磨友が丘高 松井

211706 北野 葵 星陵高 北野 76（5） 297974 渡部 みちる 舞子高 村上 60

212740 葛 淳綾 星陵高 葛 221381 森本 真悠 舞子高 山本

205185 松下 なな子 宝塚北高 60 北野 205707 村上 花菜 葺合高 62 江村

219062 宮﨑 瑛梨 宝塚北高 葛 262433 山本 実音 葺合高 今枝

248916 中野 杏月 須磨友が丘高 澤田 64 224709 江村 美沙 北須磨高 江村 64

203215 筒井 舞香 須磨友が丘高 桂 226263 今枝 琴美 北須磨高 今枝

216696 澤田 萌 北須磨高 60 橋本 216461 赤井 琴音 園田高 WO 井上

266683 桂 遥香 北須磨高 森 203644 亀井 麻由 園田高 松井

292358 木村 麗 三田祥雲館高 橋本 62 242673 路次 夏鈴 神戸高 路次 64

295123 加藤 杏珠 三田祥雲館高 森 210731 桐山 紗樹 神戸高 桐山

223172 橋本 栞七 夙川高 橋本 62 243682 町田 恵利子 北摂三田高 吉本 63

211666 森 優香 夙川高 森 205663 井上 優衣 北摂三田高 野崎

225900 都田 萌 葺合高 61 橋本 298290 吉本 はるか 伊丹北高 76（3） 越野

230804 山田 志織 葺合高 森 215802 野崎 優奈 伊丹北高 小池

218393 甲斐 綾乃 御影高 東良 62 260759 矢野 晴菜 須磨学園高 矢野 62

294356 福原 紫苑 御影高 柿葉 227076 杉山 優衣 須磨学園高 杉山

260228 東良 祐佳 北摂三田高 75 小野 209971 大橋 知沙 神戸野田高 63 越野

242103 柿葉 夕佳 北摂三田高 田代 226368 水口 莉央 神戸野田高 小池

235272 小野 彩夏 長田高 75 川部 206386 越野 ひなた 三田高 62 鴨井

290573 田代 理佳子 長田高 西本 249858 小池 明日香 三田高 佐竹

204557 川部 真実 宝塚西高 川部 62 256484 泉 奈々 星陵高 泉 62

210128 西本 百花 宝塚西高 西本 217010 今田 桜 星陵高 今田

234072 芹生 夕芽 有馬高 芹生 62 228408 時任 里奈 西宮南高 林 62

210292 山本 梨央 有馬高 山本 264192 井上 紗世 西宮南高 岡本

232653 川尻 樹 武庫荘総合高 64 川部 286811 林 咲慧 武庫荘総合高 WO 泉

241372 川口 真咲 武庫荘総合高 西本 261971 岡本 奈菜 武庫荘総合高 今田

270173 角嶋 瞳 園田高 牧田 63 223719 新井 優里 西宮北高 新井 61

223030 安田 彩 園田高 深町 249705 山本 紗菜 西宮北高 山本

247828 牧田 美希 宝塚東高 61 島田 232169 馬木 蓮音 宝塚西高 61 西澤

264914 深町 萌葉 宝塚東高 竹内 238351 溝根 美空 宝塚西高 藤田

250424 島田 裕加 須磨学園高 63 川部 268379 西澤 まなみ 宝塚高 64 鴨井

218976 竹内 智香 須磨学園高 西本 263870 藤田 希実 宝塚高 佐竹

271391 米山 和花 西宮北高 岡田 61 293273 坂口 月渚 市伊丹高 高山 62

238081 泉 菜緒 西宮北高 有江 267810 渡部 真穂 市伊丹高 小林

279026 塩見 里華 舞子高 岡田 60 245159 土井 友梨花 三田祥雲館高 高山 75

295612 堀 友紀子 舞子高 有江 256875 河崎 翔子 三田祥雲館高 小林

209535 岡田 希世凛 西宮南高 60 山本 285229 高山 美紀 三木東高 75 鴨井

276764 有江 奈津 西宮南高 山迫 282255 小林 千紗 三木東高 佐竹

230144 川本 菜々子 川西北陵高 川本 60 295082 柴原 あかね 長田高 柴原 61

239640 清水 天音 川西北陵高 清水 220902 川本 真子 長田高 川本

222361 藤本 智子 神戸野田高 60 山本 218614 山田 愛美 県西宮高 61 鴨井

261729 松永 悠希 神戸野田高 山迫 206209 久木田 侑以 県西宮高 佐竹

205307 山本 明日香 伊丹西高 63 236545 鴨井 千紗 尼崎稲園高 61

250294 山迫 彩 伊丹西高 218656 佐竹 桃香 尼崎稲園高
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2016県フェスティバル

１７歳女子ダブルス予選

299645 小林 寛子 賢明高 安田 276127 小森 由夏 武庫荘総合高 小森

269337 藤浦 彩花 賢明高 上西 215929 花田 星空 武庫荘総合高 花田

286213 小林 涼葉 星陵高 安田 64 207378 小南 菜々花 川西明峰高 松下 76（2）

254202 佐久間 彩華 星陵高 上西 257257 神田 鳩実ブラウン 川西明峰高 寺内

230397 安田 佳代子 市西宮高 60 松田 285176 松下 菜々子 北須磨高 64 小森

229672 上西 千沙 市西宮高 中村 260870 寺内 来実 北須磨高 花田

211638 松田 悠里 神戸高専高 松田 62 251712 布村 梨歌 県西宮高 布村 63

211645 中村 そよか MSサウサリート 中村 204977 坂本 理子 県西宮高 坂本

293497 久本 麻衣 須磨学園高 60 松田 222912 増田 真梨野 西宮北高 61 布村

267930 渡辺 小夏 須磨学園高 中村 269123 新沼 史緒梨 西宮北高 坂本

200158 足川 茉南 葺合高 足川 63 229548 今井 玲奈 西宮南高 63 小森

296593 神吉 沙弥 葺合高 神吉 243065 安田 名歩 西宮南高 花田

216989 諏訪 綾花 川西北陵高 61 松田 288119 倉橋 あゆみ 伊丹北高 倉橋 64

259650 坂本 愛菜 川西北陵高 中村 218611 田尻 知夏 伊丹北高 田尻

279333 中尾 沙耶 須磨友が丘高 向 60 246947 田宮 由紀乃 市西宮高 田宮 62

260293 佐藤 涼帆 須磨友が丘高 中村 278827 川西 樹乃 市西宮高 川西

232218 向 菜那 御影高 向 75 295652 黒田 光莉 北摂三田高 60 伊藤

292716 中村 莉緒 御影高 中村 209160 早川 侑花 北摂三田高 吉田

289771 原田 ひなの 園田高 64 木曽 275760 古結 南帆 三田高 古結 61

258802 久保 美咲 園田高 大谷 268665 武中 南帆 三田高 武中

288198 瀧原 杏樹 伊丹北高 佐竹 61 219242 中井 彩日 伊丹西高 62 伊藤

257004 福井 彩未 伊丹北高 武本 283570 上敷領 加菜 伊丹西高 吉田

201067 佐竹 和泉 北摂三田高 61 木曽 246883 伊藤 舞香 市伊丹高 75 中島

222115 武本 真央 北摂三田高 大谷 241914 吉田 莉湖 市伊丹高 藤川

260997 木曽 七海 三田祥雲館高 62 松田 260815 廣瀨 希子 北摂三田高 廣瀨 76（4）

296638 大谷 涼華 三田祥雲館高 中村 296087 藤木 歩 北摂三田高 藤木

252113 美馬 直 三田高 美馬 62 260128 西村 祐珠華 葺合高 岩永 62

203537 木村 奏 三田高 木村 279574 友成 捺海 葺合高 横山

231285 静間 香菜子 宝塚東高 静間 61 218513 岩永 優那 星陵高 61 廣瀨

231836 末次 泉紀 宝塚東高 末次 251006 横山 理子 星陵高 藤木

286497 田村 萌華 須磨学園高 61 美馬 284987 水谷 有里 須磨東高 60

245276 平野 晴菜 須磨学園高 木村 272071 藤田 菜緒 須磨東高
264164 田中 菜美子 舞子高 岩崎 63 267189 立川 茉奈 宝塚東高 長瀬

210917 藤原 瑞希 舞子高 松山 217166 松下 向日葵 宝塚東高 吉川

250953 岩崎 明日華 武庫荘総合高 63 笠井 217819 長瀬 桃華 須磨友が丘高 WO 中島

214791 松山 真由美 武庫荘総合高 橋口 262016 吉川 夢美 須磨友が丘高 藤川

269894 笠井 朱莉 西宮北高 61 浦上 266226 中島 愛華 園田高 中島 62

274729 橋口 桃子 西宮北高 堤 219023 藤川 あお 園田高 藤川

294817 岡 知沙 西宮南高 中山 63 280640 上醉尾 由稀 武庫荘総合高 永井 61

297563 旭 楓果 西宮南高 柏谷 254241 田中 莉桜 武庫荘総合高 五井

218619 中山 菜々 市伊丹高 中山 61 275852 永井 梨夏子 御影高 60 中島

220531 柏谷 真衣 市伊丹高 柏谷 203416 五井 遥 御影高 藤川

281583 田中 海結 神戸野田高 76（6） 浦上 268799 宮田 彩加 川西北陵高 宮田 63

201556 泉谷 綺恵 神戸野田高 堤 225246 谷 亜衣子 川西北陵高 谷

230035 柴田 夢乃 三田祥雲館高 福井 60 227312 越澤 早紀子 須磨学園高 64 北村

229078 竹村 彩雅 三田祥雲館高 田中 216008 猪口 朝加 須磨学園高 庄野

277811 福井 相香 宝塚西高 64 浦上 253826 北村 有梨佳 雲雀丘高 60

299405 田中 杏奈 宝塚西高 堤 287888 庄野 花厘 雲雀丘高
235023 浦上 真由 北須磨高 60

209779 堤 彩華 北須磨高

282008 上田 彩夏 但馬農高 上田

267663 山下 真央 但馬農高 山下

251481 宮田 ほのか 豊岡高 稲葉 62
247068 松下 絵真 豊岡高 田邊

225138 稲葉 風華 豊岡高 61 上田

251389 田邊 有理奈 豊岡高 山下

275142 藤尾 彩加 但馬農高 藤本 64
286035 松原 玲奈 但馬農高 羽野

241205 藤本 千里 豊岡高 60
266181 羽野 佑香 豊岡高
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