
第６回　兵庫県高等学校ソフトテニスシングルス大会

令和元年11月16日

三木市吉川総合公園

女子の部

藤原　沙妃 (生野) 57
2 中務　桃花 (明石商) 山下　美月
1 秋山　優奈 (姫路商)

(淡路三原) 58
3 細見　ここの (柏原) 三宅　葵衣 (啓明) 59
4 田中　涼葉 (須磨学園) 寺内　紗来 (三田祥雲館) 60

安田　羽菜 (市尼崎) 61
6 山内　双葉 (豊岡総合) 小川　弥絵
5 秦　こころ (淡路三原)

(加古川西) 62
7 美馬　千尋 (鳴尾) 山本　海結 (播磨) 63
8 桑波田　梨花 (市尼崎) 多鹿　鈴 (三木) 64

坂本　七海 (洲本) 65
10 八木　渚 (姫路商) 内田　理子
9 藤川　琴音 (三木)

(八鹿) 66
11 吉見　茉裕 (柏原) 植月　知春 (須磨学園) 67
12 綿貫　あかり (八鹿) 山口　瞳羽 (尼崎稲園) 68

松葉　沢音 (三田祥雲館) 69
14 道添　愛紗 (洲本実) 前田　美羽
13 山元　彩加 (須磨学園)

(姫路商) 70
15 佐田　凪 (尼崎双星) 河合　夏澄 (須磨学園) 71
16 藤原　彩花 (播磨) 西阪　千紗 (東播磨) 72

赤松　双葉 (姫路商) 73
18 中野　眞 (啓明) 柿木　星織
17 福冨　彩華 (出石)

(市尼崎) 74
19 岡田　ひなた (北摂三田) 池谷　理沙 (北摂三田) 75
20 西口　愛莉 (小野) 川瀬　実咲 (八鹿) 76

藤木　美羽 (淡路) 77
22 盛田　愛織 (須磨学園) 鶴田　りな
21 磯部　采和 (淡路)

(姫路商) 78
23 時山　寧々 (龍野北) 須賀原　鈴 (神戸星城) 79
24 服部　綾乃 (八鹿) 岡本　真鈴 (小野) 80

太田　香葉 (豊岡総合) 81
26 豊川　真由 (明石商) 前田　綾香
25 瀬川　菜々花 (鳴尾)

(淡路三原) 82
27 宮本　花里 (淡路三原) 柴原　かやね (柏原) 83
28 西　絢羽 (北摂三田) 井上　麻依 (尼崎双星) 84

小野寺　梨乃 (北摂三田) 85
30 石原　彩名 (尼崎稲園) 古川　千帆
29 林　ちひろ (明石商)

(姫路商) 86
31 福本　涼葉 (神戸北) 西村　麻未 (啓明) 87
32 辻本　光 (北摂三田) 松本　彩伽 (市尼崎) 88

里　紅葉 (洲本) 89
34 生子　珠久 (洲本実) 大鶴　優菜
33 前田　夢奈 (姫路商)

(加古川西) 90
35 林田　流佳 (豊岡総合) 戸田　涼子 (八鹿) 91
36 戎　紗希 (東播磨) 濱渦　桃菜 (北摂三田) 92

牛留　清楓 (須磨学園) 93
38 藤井　菜穂 (武庫荘総合) 藤本　遥
37 山田　花梨 (神戸星城)

(龍野北) 94
39 岩崎　ひかる (三田祥雲館) 吉岡　そら (市尼崎) 95
40 赤松　奈瑞菜 (淡路三原) 岡森　未奈 (豊岡総合) 96

高田　歩実 (洲本実) 97
42 森田　結羽 (生野) 宮内　藍美
41 柴原　佳枝 (姫路商)

(明石商) 98
43 倉渕　夕菜 (淡路三原) 爲本　佳奈 (姫路商) 99
44 藤丸　愛実 (三田西陵) 中川　裕香 (須磨学園) 100

髙須　陽奈 (東播磨) 101
46 岩名　楓莉 (市尼崎) 森實　杏美
45 古田　花織 (豊岡総合)

(武庫荘総合) 102
47 髙尾　美月 (小野) 澤田　　莉奈 (豊岡総合) 103
48 高谷　奈緒 (姫路商) 西野　萌花 (淡路三原) 104

畑　百香 (柏原) 105
50 山中　唯加 (八鹿) 山本　果奈
49 水田　綾音 (啓明)

(須磨学園) 106
51 松本　倫乃 (柏原) 岩泉　里沙 (三田祥雲館) 107
52 中谷　紗彩 (洲本) 石原　愛菜 (姫路商) 108

時枝　笑莉 (小野) 109
54 安田　萌乃佳 (香寺) 古志　美優
53 宮澤　桃果 (東播磨)

(市尼崎) 110
55 和田　結夏 (市尼崎) 井田　　紬生 (出石) 111
56 上田　柚香 (須磨学園) 髙橋　希 (洲本実) 112


