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１７歳女子ダブルス予選

210804 石川 未久 雲雀丘高 石川 246235 内原 明日香 御影高 川野

210807 宮木 彩 雲雀丘高 宮木 291505 山﨑 優花 御影高 路次
260956 守永 有咲 北摂三田高 守永 62 288373 安藤 小雪 長田高 川野 61
276921 岩崎 あきほ 北摂三田高 岩崎 272882 志水 真帆 長田高 路次

222623 須山 こころ 西宮南高 64 石川 214833 川野 可南子 市西宮高 61 川野

261253 冨 知聖 西宮南高 宮木 245134 路次 布由子 市西宮高 路次
202737 二宮 初音 宝塚西高 二宮 61 214089 谷川 美穂 三田祥雲館高 谷川 64
292816 河野 愛莉 宝塚西高 河野 268637 髙木 唯 三田祥雲館高 髙木

274547 前田 真実 御影高 61 石川 237712 安川 芽衣 武庫荘総合高 61 川野

239964 西野 愛実 御影高 宮木 218687 西村 郁美 武庫荘総合高 路次
222596 服部 千波 伊丹北高 服部 60 286952 石井 美佐 西宮南高 石井 76(5)

287956 木藤 朱音 伊丹北高 木藤 285159 篠原 玲緒奈 西宮南高 篠原

257767 田村 南々海 三田祥雲館高 WO 宮原 211750 瀧澤 実礼 芦屋学園高 64 吉川

231689 川端 美穂 三田祥雲館高 静間 231374 北中 彩乃 芦屋学園高 和泉

276899 清家 はるか 市伊丹高 宮原 60 255725 土井 彩加 神戸野田高 吉川 75
230182 川添 美七海 市伊丹高 静間 234756 田中 咲耶 神戸野田高 和泉
243890 宮原 詩歩 宝塚西高 61 石川 209262 吉川 ちなつ 宝塚高 63 起
275664 静間 絵理子 宝塚西高 宮木 292078 和泉 葵 宝塚高 中島
211911 福田 麻紀 三田高 福田 64 216344 鈴木 安里英 宝塚東高 峰本 60
211910 砂山 未来 三田高 砂山 233911 平良 実香 宝塚東高 岩﨑

243209 和氣 佳奈子 川西北陵高 濱本 75 286490 壷井 萌絵 宝塚北高 峰本 64
221782 佐藤 由季 川西北陵高 中川 295811 濱野 琴望 宝塚北高 岩﨑

211913 濱本 茜 松蔭高 64 岡野 244360 峰本 真帆 県伊丹高 61 峰本

211914 中川 友理恵 松蔭高 反橋 289943 岩﨑 愛莉 県伊丹高 岩﨑

258530 福永 々子 須磨友が丘高 岡野 64 247543 綾部 夏穂梨 御影高 大川 60
295959 中村 千秋 須磨友が丘高 反橋 219838 宇佐美 奈月 御影高 久間田

211901 岡野 理恵 啓明高 61 藤原 247771 大川 和愛 葺合高 64 起
211907 反橋 七海 啓明高 荒木 266085 久間田 好美 葺合高 中島

203100 金谷 葉奈 宝塚東高 藤原 64 221841 遠藤 咲希 三田祥雲館高 吉田 60
269701 奥野 日向子 宝塚東高 荒木 226885 西原 みゆき 三田祥雲館高 山本
211912 藤原 輝子 三田高 60 藤原 204275 吉田 実穂香 雲雀丘高 61 起
211908 荒木 朋子 三田高 荒木 299272 山本 里留花 雲雀丘高 中島
224634 向谷 萌音 葺合高 向谷 61 221340 上嶋 葵 須磨友が丘高 小島 60
278306 藤木 美波 葺合高 藤木 265520 井上 菜美 須磨友が丘高 戸田

286303 小林 愛美 武庫荘総合高 WO 山口 279846 小島 万歩 宝塚東高 60 起
291938 川本 彩乃 武庫荘総合高 西垣 292232 戸田 有紀 宝塚東高 中島
211865 山口 夏奈 北摂三田高 61 209050 起 美海 園田高 61
210138 西垣 南歩 北摂三田高 284535 中島 紗希 園田高

209318 高橋 若葉 神大中等高 高橋 274920 伊勢田 りこ 県伊丹高 伊勢田

211011 田中 美紗 神大中等高 田中 273749 亀谷 優花 県伊丹高 亀谷
257766 大谷 香菜子 神戸野田高 北畑 61 210650 吉塚 碧 長田高 吉塚 61
270694 多田 渚 神戸野田高 佐藤 280704 久冨 詩織 長田高 久冨

211040 北畑 梓 三田高 60 高橋 246578 佐々木 毬 市西宮高 63 伊勢田

211046 佐藤 里菜 三田高 田中 215708 野崎 友美 市西宮高 亀谷
284926 大迫 成美 葺合高 溝口 60 210815 高 思遥 芦屋中等高 高 60
215718 太田 菜月 葺合高 小砂 210822 廣島 明音 芦屋中等高 廣島
209393 溝口 早輝 伊丹北高 75 高橋 206674 新谷 百合 武庫荘総合高 60 伊勢田

259218 小砂 彩 伊丹北高 田中 244669 宮本 菜夏 武庫荘総合高 亀谷
294085 木幡 香里 西宮南高 木幡 60 290587 山領 望実 三田祥雲館高 山領 61
273131 藤田 空里 西宮南高 藤田 204506 原 鈴香 三田祥雲館高 原
214685 播磨 瑠美 宝塚北高 75 阪本 284218 山崎 由佳 御影高 61 前田

218126 井上 愛 宝塚北高 太田 268380 上園 恵那 御影高 遠山
269191 阪本 実祐 市西宮高 阪本 60 211089 前田 紗希 須磨学園高 前田 62
202725 太田 早紀 市西宮高 太田 211090 遠山 世菜 須磨学園高 遠山

214156 細川 芽美 三田祥雲館高 63 阪本 240088 三澤 七緒 宝塚北高 61 前田

201695 細見 優花 三田祥雲館高 太田 238755 鈴木 さおり 宝塚北高 遠山

258413 福島 栞里 星陵高 64 横山 255662 中元 春花 猪名川高 63 伊勢田

224850 井上 奈々 星陵高 鎌田 212136 重信 舞 猪名川高 亀谷
210801 井本 優菜 雲雀丘高 横山 76(1) 239431 渡辺 彩 伊丹北高 渡辺 62
210803 合田 夏音 雲雀丘高 鎌田 295357 前田 美咲 伊丹北高 前田

267362 藤田 英理華 御影高 横山 63 219129 鈴木 愛菜 鳴尾高 小島 62
294499 朝生 千絵 御影高 鎌田 277178 石田 梨紗 鳴尾高 東嶋

289599 横山 美月 芦屋学園高 60 横山 243481 小島 歩未 御影高 60 渡辺

226873 鎌田 夏海 芦屋学園高 鎌田 236928 東嶋 晴香 御影高 前田
229387 汪 理帆 須磨友が丘高 早田 62 252068 小玉 彩加 星陵高 小玉 61
295650 大前 香央莉 須磨友が丘高 安藤 272907 三輪 有里紗 星陵高 三輪
210116 早田 奈生 鳴尾高 60 横山 235450 船崎 愛恵理 雲雀丘高 62 渡辺

248313 安藤 ゆうみ 鳴尾高 鎌田 216244 山田 明冬 雲雀丘高 前田
208708 宇山 光咲 川西緑台高 宇山 63 297031 藤田 美香 宝塚東高 藤田 64
211079 山本 理香子 川西緑台高 山本 205939 春木 涼花 宝塚東高 春木

211903 久松 優理香 啓明高 61 川﨑 209479 志方 美月 三田祥雲館高 WO 小林

211905 道下 恵美理 啓明高 佐田 279697 田中 琴音 三田祥雲館高 日原
264230 川﨑 えりか 宝塚西高 川﨑 75 207693 羽木 夏穂 西宮北高 羽木 63
233217 佐田 友紀子 宝塚西高 佐田 248672 芦田 瑠華 西宮北高 芦田

245670 篠原 奈那 武庫荘総合高 62 川﨑 254112 知苑 祈 兵庫高 64 小林

257101 荻野 帆乃花 武庫荘総合高 佐田 273536 浅野 由希 兵庫高 日原
211048 武内 香純 三田高 60 211036 小林 未涼 三田高 63
211047 鹿毛 祐美子 ステップワン 211049 日原 有理 三田高
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292136 佐々木 彩佳 市伊丹高 佐々木 210925 横山 葵 仁川高 横山

262582 野村 美咲 市伊丹高 野村 211835 中島 舞子 仁川高 中島
214747 柏本 ゆかり 兵庫高 山本 60 203345 今井 星菜 宝塚東高 今井 62
280618 赤瀬 有希 兵庫高 阿部 257350 藤本 いおり 宝塚東高 藤本

210820 山本 愛 芦屋中等高 60 竹田 228241 児島 由佳 御影高 75 横山

210821 阿部 咲也香 芦屋中等高 小林 280544 井上 愛菜 御影高 中島
210931 竹田 彩夏 甲南女高 竹田 63 293942 豊平 愛実 市伊丹高 豊平 61
210938 小林 祐美 甲南女高 小林 243860 松本 まり 市伊丹高 松本

234521 二藤 菜緒 三田高 63 竹田 207225 田中 万里音 西宮北高 60 横山

211909 木全 加奈 三田高 小林 248126 北坂 杏莉 西宮北高 中島

275638 田渕 絵菜 北摂三田高 岩本 63 273648 上仲 あさ美 三田祥雲館高 橋本 WO
238635 小幡 温子 北摂三田高 樋口 249365 古川 明日賀 三田祥雲館高 沼田
268604 岩本 佳央理 三田祥雲館高 61 岩本 229787 橋本 莉英 市伊丹高 WO 濱本

220871 樋口 明日香 三田祥雲館高 樋口 289956 沼田 祐真 市伊丹高 芝野

205949 川﨑 未来 武庫荘総合高 田中 63 215366 馬場 美里 雲雀丘高 金ヶ江 62
225583 中村 優生 武庫荘総合高 古保里 202503 江本 有咲 雲雀丘高 十倉

248109 田中 翔子 御影高 WO 北村 291185 金ヶ江 舞香 宝塚高 60 濱本

247987 古保里 香乃 御影高 山本 210266 十倉 友希乃 宝塚高 芝野
249976 北村 愛実 宝塚西高 61 森本 291090 濱本 実希 川西北陵高 61 横山

211657 山本 愛 宝塚西高 片山 223853 芝野 彩加 川西北陵高 中島
211070 森本 真穂 啓明高 森本 64 246923 滝澤 沙葉子 西宮北高 滝澤 63
211899 片山 梨沙 啓明高 片山 297179 黒田 美佑 西宮北高 黒田

206340 安藤 萌伽 雲雀丘高 山﨑 60 200578 鳥越 みき 長田高 前田 76(6)

202685 細田 眞衣 雲雀丘高 中桐 213986 岡本 真依 長田高 吉田

206988 山﨑 桃果 長田高 61 森本 238523 前田 寧亜 伊丹北高 64 滝澤

244754 中桐 茉咲 長田高 片山 286049 吉田 冴恵 伊丹北高 黒田
288249 西田 美緒 西宮北高 西村 60 211072 淡 尚子 松蔭高 淡 64
269000 竹中 若葉 西宮北高 今村 211764 宗高 楓香 松蔭高 宗高
264660 西村 幸穂 星陵高 61 森本 211994 藤田 彩花 須磨学園高 62 野村

233134 今村 愛理 星陵高 片山 200168 廣岡 みなみ 須磨学園高 山縣
211683 岡本 夏子 市西宮高 岡本 76(3) 221998 濱田 真衣 北摂三田高 濱田 63
282097 橘 萌乃香 市西宮高 橘 251880 稲本 杏梨 北摂三田高 稲本

211086 吉井 菜緒美 須磨学園高 63 岡本 268372 岡田 莉佳 武庫荘総合高 63 野村

207707 中村 青依 須磨学園高 橘 237025 谷田 茉由 武庫荘総合高 山縣
250567 松尾 映里 宝塚東高 松尾 63 261022 阿江 菜奈 有馬高 阿江 61
223440 内田 千尋 宝塚東高 内田 221266 小枝 里奈 有馬高 小枝

208529 児玉 典子 鳴尾高 64 増田 235822 浦田 春菜 星陵高 62 野村

254799 古川 澪花 鳴尾高 齊藤 208172 小倉 真紀 星陵高 山縣
211074 増田 華奈 松蔭高 64 210809 野村 小雪 雲雀丘高 62
211075 齊藤 彩乃 松蔭高 211752 山縣 涼夏 雲雀丘高

209309 高山 千花 須磨翔風高 境田 211840 山崎 菜月 仁川高 山崎

266169 竹本 涼香 須磨翔風高 薗浦 210926 砂 佳乃 仁川高 砂
241830 橋本 碧 雲雀丘高 境田 61 262088 森岡 沙菜 西宮南高 三原 60
269016 土居 菜津子 雲雀丘高 薗浦 266429 和田 梢 西宮南高 宇都宮

223457 境田 仁美 長田高 61 中元 201032 三原 彩 葺合高 64 山崎

230786 薗浦 愛果 長田高 榎 253709 宇都宮 由貴 葺合高 砂
218404 中元 美羽 西宮北高 中元 61 240586 山本 汐音 市伊丹高 魚井 60
204107 榎 沙織 西宮北高 榎 297825 福田 萌々香 市伊丹高 吉山
240516 勝呂 有紀 三田祥雲館高 64 山下 228616 魚井 瑠李 川西北陵高 61 山崎

232067 園田 未来 三田祥雲館高 藤井 205310 吉山 美来 川西北陵高 砂
240231 加藤 美里 御影高 田村 62 211969 光久 由莉 難波徹NAMP 光久 63
293042 入江 直子 御影高 久保 211970 水田 萌 難波徹NAMP 水田
288272 田村 奈菜子 宝塚北高 61 山下 224381 吉本 采代 須磨友が丘高 76(6) 安福

263779 久保 恵梨奈 宝塚北高 藤井 211704 平田 歌穂 須磨友が丘高 中島
260653 長谷川 莉沙 芦屋高 東山 64 214350 六反 栞奈 三田祥雲館高 六反 61
236710 植木 敦子 芦屋高 西部 292954 鐵尾 茉祐花 三田祥雲館高 鐵尾

298336 東山 京佳 鳴尾高 76(5) 山下 276520 空野 佑海 御影高 60 安福

209742 西部 詩穂 鳴尾高 藤井 297885 後藤 香林 御影高 中島
265727 山下 紗菜 神戸高 61 山下 211067 安福 夕貴子 啓明高 63 山崎

203367 藤井 楓 神戸高 藤井 211068 中島 千雅子 啓明高 砂
210800 吉川 友菜 雲雀丘高 吉川 64 283274 樂 咲良 葺合高 樂 63
210808 佐藤 しおり 雲雀丘高 佐藤 249309 松田 光咲 葺合高 松田
272774 葛生 紗弥加 県伊丹高 葛生 76(4) 207048 栢原 尚香 園田高 栢原 62
205963 鳴戸 瑞季 県伊丹高 鳴戸 270693 山本 秀美 園田高 山本

201407 向野 薫奈 宝塚東高 60 吉川 204245 杉本 彩 伊丹北高 63 樂
215107 田中 萌子 宝塚東高 佐藤 298990 守田 薫世 伊丹北高 松田

211782 尾田 美月 神大中等高 石井 63 206296 西 里佳子 宝塚高 綾城 61
211783 田中 千尋 神大中等高 上西 265748 松原 華代 宝塚高 田邊
298639 石井 佑香 市西宮高 76(2) 六代 211917 綾城 志帆 松蔭高 64 鷲見

296161 上西 梨早 市西宮高 荻野 211916 田邊 淳奈 松蔭高 宮﨑

201178 星野 有美 三田祥雲館高 構 60 278509 松田 千晶 有馬高 田上 63
240940 酒井 美裕 三田祥雲館高 中上 272157 谷口 帆香 有馬高 谷杉
225265 構 佑衣 兵庫高 61 六代 245956 田上 夢子 宝塚東高 61 鷲見

218616 中上 ほのか 兵庫高 荻野 201417 谷杉 里佳 宝塚東高 宮﨑

271173 西岡 美帆 須磨友が丘高 秦 60 230012 坂口 結愛 北摂三田高 林 62
221504 濱口 理彩 須磨友が丘高 川上 295129 田中 文音 北摂三田高 楠橋

206474 秦 真希 武庫荘総合高 76 六代 211044 林 真紀 三田高 60 鷲見

238267 川上 希望 武庫荘総合高 荻野 297470 楠橋 祐里 三田高 宮﨑
207569 六代 有美 葺合高 60 209428 鷲見 明子 甲南女高 61
235867 荻野 葉月 葺合高 210941 宮﨑 翔子 甲南女高
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