
2019県フェスティバル

１７歳女子ダブルス予選

289391 中 菜凪 園田高 中 289024 竹内 鈴花 神戸野田高 竹内

211893 溝口 愛梨 園田高 溝口 289794 小川 由衣那 神戸野田高 小川

275432 近藤 優実 加古川南高 近藤 60 284589 東山 千夏 川西北陵高 東山 60

285958 山本 結菜 加古川南高 山本 214635 築島 真凜 川西北陵高 築島

297487 土師 万結子 御影高 62 中 281053 石島 鈴香 伊丹北高 64 竹内

264853 平田 祐香 御影高 溝口 220036 久保 咲愛 伊丹北高 小川

227604 馬詰 知佐 神戸高 馬詰 62 240521 佐伯 純奈 市西宮高 村田 62

206277 藤崎 侑紀子 神戸高 藤崎 294266 樋口 まりな 市西宮高 長谷川

241917 岡田 早記 伊丹北高 60 中 284277 村田 みなみ 芦屋学園高 62 竹内

243600 明渡 優月 伊丹北高 溝口 279649 長谷川 美奈 芦屋学園高 小川

285307 瀬戸 遥 北摂三田高 瀬戸 61 295948 森田 心寧 加古川南高 森田 60

294488 立花 優果 北摂三田高 立花 256335 只友 美羽 加古川南高 只友

276550 山本 有純 川西緑台高 石田 76(4) 218189 吉田 有沙 須磨友が丘高 吉田 60

286076 福山 弥奈 川西緑台高 松下 294474 藤本 真衣 須磨友が丘高 藤本

244358 石田 颯香 有馬高 61 西田 263922 井本 さくら 北摂三田高 60 森田

201400 松下 千夏 有馬高 村中 271958 大村 日奈子 北摂三田高 只友

281256 関谷 真紀 仁川高 森澤 60 256513 穴田 希花 北須磨高 穴田 62

211441 小野 真由子 仁川高 守屋 256800 岸野 紗也加 北須磨高 岸野

275359 森澤 緋 常盤高 60 西田 215069 藤尾 心音 園田高 64 加藤

265115 守屋 佑香 常盤高 村中 280886 北垣 美桜 園田高 藤原

285728 西田 梓希 市西宮高 60 中 257209 加藤 彩季 須磨学園高 60 南村

269561 村中 瑞希 市西宮高 溝口 222192 藤原 楓佳 須磨学園高 畑

282236 平井 貴子 須磨友が丘高 平井 63 241691 正司 楓花 加古川北高 正司 76(4)

268577 猪坂 七星 須磨友が丘高 猪坂 207129 糀谷 友愛 加古川北高 糀谷

203874 長谷川 栞朋 加古川北高 長谷川 62 204923 佐藤 梓紗 三田祥雲館高 佐藤 60

227219 吉田 咲葵 加古川北高 吉田 202709 北杉 琳 三田祥雲館高 北杉

259413 大石 紗花 神戸野田高 WO 井上 221253 大西 夏葵 宝塚西高 60 正司

200050 佐古 綾香 神戸野田高 菊間 286209 武次 玲衣子 宝塚西高 糀谷

249034 岩﨑 美桜 北須磨高 岩﨑 61 263794 山本 優育 東灘高 長田 64

275938 細見 佳那 北須磨高 細見 210575 織田 乃愛 東灘高 唐津

243224 宮田 菜々美 三田西陵高 61 井上 259441 長田 未優 姫路東高 61 長田

242944 細谷 萌 三田西陵高 菊間 279233 唐津 里渚 姫路東高 唐津

266238 井上 瑶 滝川第二高 62 山田 246931 野木 悠里 猪名川高 60 南村

244017 菊間 あかり 滝川第二高 岡野 202633 藤井 心瑠 猪名川高 畑

240839 軸屋 美咲 猪名川高 西浦 61 277624 川畑 榛花 伊川谷高 田中 63

258542 長尾 青空 猪名川高 大里 235826 竹原 日菜 伊川谷高 田中

206396 西浦 きらら 宝塚西高 西浦 60 208148 田中 那奈 御影高 田中 60

204252 大里 菜月 宝塚西高 大里 296581 田中 美羽 御影高 田中

286457 大内 泰葉 県西宮高 60 山田 237510 石田 あい 県西宮高 75 南村

220113 森本 真子 県西宮高 岡野 221180 田畑 亜咲里 県西宮高 畑

253657 千田 蒼 伊丹西高 佐々田 61 278296 植村 愛菜 三田西陵高 石川 60

298861 福富 愛結実 伊丹西高 橋本 247559 アイスナー 奈緒子 三田西陵高 田尻

218395 佐々田 瑞希 市伊丹高 60 山田 222011 石川 菜月 宝塚高 61 南村

252836 橋本 紗弥花 市伊丹高 岡野 270623 田尻 唯 宝塚高 畑

230533 山田 優衣奈 須磨学園高 75 211919 南村 美優 姫路飾西高 60

299289 岡野 夏奈 須磨学園高 238973 畑 衣蕗 姫路飾西高
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2019県フェスティバル

１７歳女子ダブルス予選

298467 胡麻 彩奈 市西宮高 芦田 212491 村島 伶奈 雲雀丘高 村島

242072 高橋 果歩 市西宮高 西林 241314 前田 玲奈 雲雀丘高 前田

205810 野村 咲妃 葺合高 芦田 WO 226652 髙野 真弥 三田祥雲館高 林 64

266393 菊池 理沙 葺合高 西林 225065 山口 花 三田祥雲館高 山本

211241 芦田 愛 三田西陵高 61 山田 217241 林 千里 園田高 61 村島

288511 西林 彩花 三田西陵高 池本 228748 山本 詩穂 園田高 前田

212134 山田 未來 加古川南高 山田 63 284477 寺西 真衣 県西宮高 山﨑 60

215199 池本 茜 加古川南高 池本 295111 朝倉 海夕 県西宮高 齊藤

260251 北原 琉香 園田高 61 山田 217670 山﨑 愛嘉 御影高 64 村島

233769 岩藤 美稀 園田高 池本 274028 齊藤 乃愛 御影高 前田

237909 小野 萌子 須磨学園高 本荘 63 282083 中田 野乃花 北摂三田高 岸 62

286053 田中 陽 須磨学園高 廣瀬 204797 朝田 陽葵 北摂三田高 髙島

289068 本荘 沙菜 滝川第二高 本荘 61 242351 岸 桃子 市伊丹高 岸 60

206977 廣瀬 真子 滝川第二高 廣瀬 276381 髙島 萌 市伊丹高 髙島

257298 山下 ゆらら 加古川北高 62 本荘 216602 亦賀 あい実 常盤高 61 藤澤

249312 濵口 明里 加古川北高 廣瀬 212779 高野 野鈴 常盤高 権藤

230966 鎌仲 琴音 県伊丹高 鎌仲 63 287896 山下 真輝 須磨友が丘高 山下 60

261372 中島 彩花 県伊丹高 中島 230869 石間 蒼空 須磨友が丘高 石間

274300 濵野 真海 伊丹北高 63 鎌仲 297805 石倉 莉子 宝塚西高 60 藤澤

200678 宮本 萌衣 伊丹北高 中島 280090 山田 怜奈 宝塚西高 権藤

272822 名取 彩乃 舞子高 63 山田 286922 藤澤 咲希 市西宮高 61 村島

253879 牧野 日向 舞子高 池本 206676 権藤 涼美 市西宮高 前田

214325 木村 智香 芦屋学園高 片渕 64 222062 木下 七海 北須磨高 木下 64

240285 和田 あおば 芦屋学園高 後藤 221591 河野 秋穂 北須磨高 河野

252438 片渕 愛梨 宝塚西高 片渕 64 250542 米山 七海 東灘高 奥村 75

225474 後藤 愛葉 宝塚西高 後藤 232697 辻田 媛菜 東灘高 松﨑

237793 木本 安美 北須磨高 61 片渕 269381 奥村 涼香 加古川北高 60 木下

202676 鵜池 蒼唯 北須磨高 後藤 237605 松﨑 こころ 加古川北高 河野

242495 多田 真幸 川西緑台高 今村 63 273659 中村 優希 宝塚東高 宮本 64

297244 嶋本 光咲 川西緑台高 北川 241782 加藤 菜月 宝塚東高 竹中

285972 今村 心寧 仁川高 63 今村 239962 宮本 陽葉里 葺合高 64 宮本

204457 北川 日菜美 仁川高 北川 264534 竹中 花菜 葺合高 竹中

243436 城所 愛弓 御影高 64 滝澤 225684 濱田 梨子 伊丹西高 61 萩原

233490 奥村 春音 御影高 三原 269073 谷口 真唯 伊丹西高 松本

242444 亀高 杏月 猪名川高 宮本 63 222142 山鳥 玲菜 川西北陵高 三好 64

219873 南口 沙妃 猪名川高 谷口 288011 福井 愛純 川西北陵高 雑賀

279816 森田 朱香 県西宮高 宮本 WO 292929 野田 華乃子 芦屋学園高 三好 62

226438 榊原 菜未 県西宮高 谷口 288513 西本 紗己 芦屋学園高 雑賀

299873 宮本 優 伊丹西高 75 滝澤 241758 三好 ひより 伊川谷高 63 萩原

298682 谷口 知優 伊丹西高 三原 226901 雑賀 彩七 伊川谷高 松本

281065 村上 ルウ 伊川谷高 63 282640 清水 愛子 長田高 山田 60

212326 冨澤 優那 伊川谷高 294021 北木 木萌 長田高 長谷川

234971 松本 菜々海 北摂三田高 滝澤 260480 山田 菜摘 伊丹北高 60 萩原

230638 高階 心 北摂三田高 三原 269500 長谷川 琴佳 伊丹北高 松本

264040 滝澤 未悠 雲雀丘高 WO 256401 萩原 愛菜 加古川南高 75

226795 三原 早稀 雲雀丘高 242882 松本 亜美 加古川南高
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１７歳女子ダブルス予選

265767 乾 華乃 雲雀丘高 酢谷 232198 松岡 茉奈 北摂三田高 松岡

264190 梅原 由起子 雲雀丘高 嶋村 225930 川岸 美音 北摂三田高 川岸

256396 前田 采音 伊丹西高 酢谷 WO 236819 木野 楓子 市西宮高 木野 61

223361 島 歩那 伊丹西高 嶋村 278066 小竹原 想乃 市西宮高 小竹原

231796 酢谷 真帆 甲南女高 60 酢谷 217938 橋本 花 県西宮高 60 松岡

213707 嶋村 彩里 甲南女高 嶋村 202694 宇治 あかり 県西宮高 川岸

252905 高崎 実菜美 三田高 高崎 61 231753 泉 知夏 伊川谷高 泉 60

224142 小林 紗季 三田高 小林 233009 田村 涼乃 伊川谷高 田村

250520 秋穂 心優 伊丹北高 60 酢谷 252587 岡田 珠莉 三田西陵高 75 阿部

204794 正峯 あや 伊丹北高 嶋村 202889 円山 未緒 三田西陵高 石丸

274824 奥野 優希 西宮南高 高尾 60 253090 阿部 凜 加古川南高 阿部 64

246650 中山 亜里紗 西宮南高 篠田 238593 石丸 日菜 加古川南高 石丸

268679 高尾 美空 加古川北高 高尾 61 236844 谷川 愛美 三田祥雲館高 谷川 60

241223 篠田 玲奈 加古川北高 篠田 243990 川上 朱音 三田祥雲館高 川上

221197 織部 渚 川西北陵高 64 高尾 239841 大路 陽菜 芦屋学園高 76（4） 阿部

201868 江本 真唯 川西北陵高 篠田 238366 樽井 さくら 芦屋学園高 石丸

249218 吉田 美翔 市伊丹高 吉田 64 297110 白谷 未羽 園田高 白谷 63

264391 東 菜々美 市伊丹高 東 284677 久保 有咲 園田高 久保

255850 木下 凜 伊川谷高 64 吉田 202672 濵野 亜唯 常盤高 60 喜田

278253 中西 桃菜 伊川谷高 東 295555 三谷 向日葵 常盤高 大寺

234744 作本 明日香 北摂三田高 62 232091 喜田 望生季 長田高 62

203210 阿部 友香 北摂三田高 280061 大寺 麻愛 長田高
290817 桂田 真那海 啓明高 桂田 254908 越智 柚葉 伊丹北高 越智

234026 仲田 琴音 啓明高 仲田 245747 榎原 唯 伊丹北高 榎原

255574 井奥 純奈 宝塚西高 井奥 64 264537 德永 千祐 御影高 田附 75

218389 春名 凜 宝塚西高 春名 255088 松並 はな 御影高 木山

293762 中澤 陽葵 北摂三田高 64 近藤 221853 田附 理緒 啓明高 63 甲本

217940 相田 紫帆 北摂三田高 梶原 292254 木山 桃果 啓明高 西浦

203707 水口 愛 御影高 近藤 60 262256 甲本 紗彩 宝塚西高 甲本 61

283232 下門 実奈萌 御影高 梶原 248295 西浦 遥 宝塚西高 西浦

245277 近藤 優花 加古川南高 60 近藤 225212 坂上 真悠 伊丹西高 61 石塚

270321 梶原 悠 加古川南高 梶原 268971 上本 千友 伊丹西高 加藤

245756 星原 陽花 園田高 安 60 281382 林 夏帆 雲雀丘高 中村 61

290215 野村 香奈 園田高 横川 224866 佐々木 万颯 雲雀丘高 鈴木

232261 安 ゆらら 須磨友が丘高 安 63 283971 中村 愛咲 葺合高 中村 63

230590 横川 祐直 須磨友が丘高 横川 275149 鈴木 日彩 葺合高 鈴木

285132 布廣 皐姫 猪名川高 64 梶野 284332 坂川 璃奈 川西北陵高 60 石塚

299053 河野 聖音 猪名川高 竹村 209995 川間 萌生 川西北陵高 加藤

212351 西本 美優 須磨ノ浦高 今西 62 212593 南出 葵 三田高 南出 63

234253 中山 月 須磨ノ浦高 青山 228100 横田 梓 三田高 横田

227841 今西 彩寧 三田高 62 梶野 204075 今岡 千幸 川西緑台高 64 石塚

228798 青山 佳梨子 三田高 竹村 212465 河本 純伶 川西緑台高 加藤

265841 梶野 亜実 葺合高 61 215049 石塚 茉莉子 須磨学園高 61

281999 竹村 みやび 葺合高 204929 加藤 綾菜 須磨学園高

18

19

20

21

22

18

13

⑥

14

15

16

17

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

20

21

22

13

⑤

14

15

16

17

8

9

10

11

12

19

5

7

1

2

6

3

4



2019県フェスティバル

１７歳女子ダブルス予選

236180 楢崎 華菜 啓明高 楢崎 228108 金田 有香 加古川南高 金田

259790 青野 七珠 啓明高 青野 216126 田中 結菜 加古川南高 田中

264446 岩田 麻由子 市西宮高 岩田 61 219194 加藤 未来 雲雀丘高 加藤 60

211471 畑野 環 市西宮高 畑野 261897 小林 晴花 雲雀丘高 小林

278508 小林 真帆 甲南女高 64 楢崎 278896 渡邉 美咲 宝塚西高 64 金田

227719 丸尾 歩 甲南女高 青野 299085 矢内 美羽 宝塚西高 田中

227367 脇尾 奈央子 北摂三田高 脇尾 60 219304 服部 純奈 三田西陵高 野上 75

217401 堀 木精 北摂三田高 堀 262727 森本 春菜 三田西陵高 小柳

248304 馬場 菜摘 須磨東高 62 楢崎 211509 野上 菜つみ 川西北陵高 60 金田

200214 恒松 叶夢 須磨東高 青野 277594 小柳 陽菜乃 川西北陵高 田中

267334 児玉 詞美 仁川高 木全 60 210683 井下 みのり 猪名川高 菰口 63

265082 入江 遥香 仁川高 高畠 257420 長田 光 猪名川高 松嶋

209532 徳本 ひまり 西宮南高 木全 63 206703 菰口 愛美 市伊丹高 菰口 60

284153 吉田 紗稀 西宮南高 高畠 267783 松嶋 亨実 市伊丹高 松嶋

204928 木全 彩萌 伊川谷高 61 甲木 212832 小神子 優花 滝川第二高 61 西山

229336 高畠 優美香 伊川谷高 岡 231864 米田 早希 滝川第二高 畑

203579 城迫 亜実 川西北陵高 山内 63 247837 酒井 愛理 北摂三田高 西山 63

226942 辻井 夢芽子 川西北陵高 石橋 258343 大野 凛 北摂三田高 畑

297743 山内 香澄 三田高 62 甲木 263792 西山 舞 西宮南高 61 西山

231457 石橋 若奈 三田高 岡 299434 畑 愛海 西宮南高 畑

267677 甲木 ひなた 加古川南高 75 楢崎 288977 武永 佳純 啓明高 61 磯奥

290665 岡 詩葉 加古川南高 青野 285435 猪井 春奈 啓明高 内園

281152 玉倉 百萌希 雲雀丘高 玉倉 60 272828 森本 望彩季 三田高 酒居 62

279518 楠 日菜子 雲雀丘高 楠 216207 諸岡 愛奈 三田高 濱田

226539 床櫻 純夏 三田高 吉野 75 221796 酒居 みのり 須磨ノ浦高 酒居 62

219061 鹿谷 唯葉 三田高 小川 208362 濱田 直佳 須磨ノ浦高 濱田

236993 吉野 のの子 三田祥雲館高 61 玉倉 224665 北野 瑠菜 神戸高 62 酒居

280575 小川 さくら 三田祥雲館高 楠 222840 德田 仁美 神戸高 濱田

250193 福川 胡桃 猪名川高 門脇 60 262950 木村 優花 伊丹北高 渡邉 60

262775 中出 由希乃 猪名川高 奥 248279 北西 絢菜 伊丹北高 中山

278184 門脇 亜実 宝塚西高 61 玉倉 237464 渡邉 ののか 神戸野田高 62 磯奥

236920 奥 美月 宝塚西高 楠 228776 中山 鈴葉 神戸野田高 内園

214664 濵野 真渚 伊丹北高 松澤 62 294848 若間 葵 北須磨高 磯奥 60

279109 齊藤 鈴梨 伊丹北高 木戸 254106 宮部 結衣 北須磨高 内園

207777 松澤 ほのか 市伊丹高 松澤 60 266681 磯奥 ひな 明石城西高 磯奥 60

229112 木戸 渚紗 市伊丹高 木戸 231523 内園 理緒 明石城西高 内園

287973 福岡 渚 宝塚高 75 朝倉 265056 山岡 咲季 市西宮高 61 磯奥

240280 西本 呼春 宝塚高 藤田 240392 古出 知里 市西宮高 内園

232301 朝倉 朱音 須磨ノ浦高 朝倉 63 245828 實城 彩香 御影高 實城 64

228823 藤田 裕子 須磨ノ浦高 藤田 293586 本夛 香音 御影高 本夛

287744 前田 秀寿美 尼崎稲園高 75 朝倉 237574 嶋田 夢叶 園田高 60 前川

223097 佐藤 優美子 尼崎稲園高 藤田 273131 原 英理奈 園田高 山田

285833 三宅 杏奈 御影高 76（5） 203295 前川 果穂 武庫川大附高 60

254740 近谷 二生 御影高 212700 山田 萌絵 雲雀丘高
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