
平成29年度佐世保地区新人大会ソフトテニス競技

平成29年9月16,17日

佐世保市総合グラウンド庭球場

1 川村咲月・永田彩香 (北松西) 村上りか・松橋ひかり (東翔) 28

2 下村優佳・宮本陽香 (佐西女) 乙成泉希・山口紋可 (川棚) 29

3 林美有希・松尾瑠花 (佐北) 久保田季・福田涼花 (波佐見) 30

4 多田ななみ・本多美咲 (東翔) 下野美空・石橋叶望 (佐南) 31

5 篠原芽依・平田瑠奈 (壱岐商) 吉原岬希・初田花楓 (佐西女) 32

6 浦口和奏・福島菜生 (大崎) 日髙優実・小島理奈 (豊玉女) 33

7 西村妃織・西尾美咲 (豊玉女) 木下七海・岸本悠佳 (佐高専) 34

8 前田奈央子・岡野さくら (佐商女) 丸田智奈・青栁穂香 (佐商女) 35

9 林ひかり・渕上優季 (佐南) 中川宇蘭・辻彩花 (佐北) 36

10 萩原萌・中村瑠花 (対馬) 庄司未侑・小宮沙菜 (上対馬) 37

11 江山千恵・山口真由 (上五島) 西田ひかる・寺田世來 (壱岐) 38

12 江村日菜・浅田菜々子 (清峰) 田中美羽・渡邉亜美 (上五島) 39

13 小金丸莉子・北島ゆりか (壱岐) 久芳夕稀・伊﨑萌花 (西海) 40

14 坊上瑠奈・廣瀨遥香 (九文) 古川友理・真辺理子 (平戸) 41

15 坂本莉瑚・安永すず (壱岐) 中尾真由・川野優奈 (対馬) 42

16 入江穂霞・柴原さくら (大崎) 山口和香・長谷川英理 (聖和) 43

17 中島ほのか・山田鈴音 (波佐見) 松本萌楓・大坪菜月 (東翔) 44

18 松永星・一番ケ瀨瑠奈 (東翔) 村田真帆・増元満香 (壱岐商) 45

19 福田加琳・山野海優 (北松農) 山下真央・富永聖来 (九文) 46

20 塚本涼華・原奈々恵 (川棚) 一瀬彩花・田嶋れみ (佐南) 47

21 白岩夢衣・林田美紅 (上五島) 宮﨑弘奈・丸田歩未 (佐西女) 48

22 稗田優香・高橋由佳 (壱岐) 松瀬愛・松瀬彩 (松浦) 49

23 扇瑞穂・須川桃果 (上対馬) 豊永真里奈・西かえで (波佐見) 50

24 中川陽香・西本羽希 (佐西女) 山口美桜・谷口紗里奈 (上五島) 51

25 藤田春香・中島桜彩 (平戸) 椎山明星・金井田恵美 (清峰) 52

26 三浦慧珠・三宅千咲 (松浦) 右田恵・齋藤 里緒菜

27 木場愛美・後藤敬佳 (清峰) 54

土谷新奈・中間日奈美 (壱岐) 55

(豊玉女) 53

村田珠里・石田朱里 (大崎)
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56 井上日菜・多賀香萌 (佐商女) 阿比留想代・永木歩果 (佐西女) 83

57 中野実咲・馬場愛美 (清峰) 久藤ことね・幸谷莉央 (東翔) 84

58 竹藤莉奈・小水愛実 (壱岐商) 山﨑瑞季・松山天音 (佐南) 85

59 古賀彩歌・橋口栞里 (壱岐) 宮﨑奏実・後田穂ノ花 (佐商女) 86

60 阿立玲華・北嶋遥 (松浦) 堺あみ・土肥有貴 (壱岐) 87

61 高雄理帆・美佐保めい (対馬) 網屋藍・藤澤未来 (平戸) 88

62 大石ひかり・相川純奈 (北松農) 赤間さつき・角本有香 (西海) 89

63 福田姫奈・脇本菜羽 (上対馬) 福地雅・立石伶奈 (川棚) 90

64 秋吉楓花・西山晴南 (佐西女) 山本涼香・荒木薫乃 (松浦) 91

65 道津　亜美・渡邉有紀 (上五島) 福本綾乃・井上美衣菜 (波佐見) 92

66 山田彩花・中島美空 (波佐見) 尾崎美鈴・奥田かなで (大崎) 93

67 野口梨菜・小栗澄香 (佐南) 山下由賀奈・香椎杏奈 (壱岐) 94

68 渕野友理・中尾 真亜子 (東翔) 古藤沙彩・阿比留実紅 (豊玉女) 95

69 尾下実咲・市瀬梨菜 (清峰) 近藤郁・石原歩美 (清峰) 96

70 久家亜海・金谷優佳 (佐西女) 浦川萌菜・齋藤遥佳 (壱岐) 97

71 川村希・貝屋恵理 (北松西) 辻すもも・髙木あゆみ (佐西女) 98

72 小栁晴香・宮﨑奈菜 (聖和) 小山春子・西田好輝 (大崎) 99

73 笹山夏見・深水桜来 (佐南) 石田美梨香・大水妃夏 (上五島) 100

74 一宮楓華・松﨑凜華 (豊玉女) 白川未築・田島良美 (佐高専) 101

75 納所真美・山口ゆき野 (九文) 久保亜香音・安達穂乃香 (佐南) 102

76 山崎悠・山田咲良 (佐北) 村川明日美・豊坂悠稀 (壱岐商) 103

77 水口奈桜・野村麗香 (東翔) 江口令奈・大串理子 (佐商女) 104

78 浦田ことみ・中尾雅 (大崎) 沖田望・長岡朋華 (九文) 105

79 西里美智佳・阿立実里 (平戸) 西山友惟・橘徳花 (対馬) 106

杉本玲奈・川尻月

80 橋本舞茄・吉原桃果 (上五島)

(東翔)

江田千奈津・七種花梨 (北松農) 107

81 久田愛・南部実咲 (壱岐)

109

(波佐見) 108

82 加瀬多恵・上野結夢 (対馬) 松尾瑠奈・相浦美菜


