
第64回国民体育大会テニス競技 長野県南信地区予選
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12 中原 恵里② (辰 野)

15 松崎 早紀① (弥 生)

14 石原 千種② (風 越)

13 村田 優香② (飯 田)

16 渡辺 美樹② (赤 穂)

11 矢崎 加珠美① (岡谷南)

10 高嶋 莉奈① (伊那北)

9 増沢 優依② (二 葉)

8 松崎 瑠② (赤 穂)

7 塚原 美里① (二 葉)

6 傳田 杏奈② (東海三)

5 白澤 真奈② (伊那北)

4 小松 沙恵① (二 葉)

1 今井 恵里② (岡谷東)

3 白澤 りか① (弥 生)

2 北村 美弓① (清 陵)

田中 菜美① (岡谷東)

両角 千尋① (二 葉)

鈴木 澪② (岡谷南)

土戸 みるき① (赤 穂)

唐澤 美咲② (弥 生)

水上 曜② (風 越)

西村 綾音① (伊那北)

宮澤 香帆① (飯 田)

小宮山 亜矢② (二 葉)

丸山 莉奈① (岡谷東)

伊藤 麻衣子② (風 越)

高橋 綾美① (清 陵)

土田 夕里② (二 葉)

木村 恵理子② (飯 田)

倉田 智帆② (弥 生)

藤森 真理① (二 葉)

小池 梨穂② (岡谷南)
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50 畑 恵菜② (岡谷東)

49 小松 里紗① (伊那北)

48 野澤 彩華② (東海三)

木下 絵美② (赤 穂)

46 田中 真優子① (清 陵)

41 小松 真理子② (岡谷南)

43 木下 紗綾① (飯 田)

42 野明 里紗② (二 葉)

40 坂間 雪乃① (赤 穂)

39 山﨑 美緒① (二 葉)

37 蜷川 亜理沙① (岡谷東)

38 錫木 菜美② (飯 田)

34 石口 真衣① (弥 生)

36 小島 茉莉絵① (二 葉)

35 高山 綾① (伊那北)

大沼 美沙希② (松 川)

45 小池 舞② (風 越)
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山口 裕菜② (岡谷東)

大沢 美奈② (風 越)

柴 沙耶香② (伊那北)

降旗 はるか① (二 葉)

高木 美友紀② (赤 穂)

瀧本 風子① (飯 田)

高橋 佳那② (東海三)

笠井 ゆきひ① (岡谷南)

福澤 のぞみ② (二 葉)

供野 菜海② (松 川)

木下 由香理① (岡谷東)

臼井 稚笑② (岡谷南)

山田 花梨② (二 葉)

三石 里穂① (飯 田)

河手 藍② (弥 生)

小口 遥香① (二 葉)

杉山 こころ① (赤 穂)
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伊那市営第２庭球場

少年女子Ｅブロック結果
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平成21年7月12日

84 松崎 桃子② (辰 野)

83 高原 美嶺① (清 陵)

82 關 優奈① (岡谷南)

81 吉澤 綾乃② (二 葉)

80 堀尾 美奈代② (風 越)

79 佐々木 理那① (飯 田)

78 神保 優夏① (岡谷東)

75 宮澤 ゆきの② (東海三)

77 牛越 里香① (二 葉)

76 後沢 優② (弥 生)

74 榮 三菜美① (岡谷東)

73 長瀬 恵利① (弥 生)

72 吉池 彩② (二 葉)

71 濵 美波② (岡谷南)

(赤 穂)

70 白澤 莉香① (伊那北)

69 大平 稚奈① (飯 田)

68 春日 沙織②
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