横須賀市民大会（高校の部）

平成２８年８月２４日 横須賀アリーナ

女子シングルス－１
谷 美沙音 （県立逗子）

波多野 雅 （県立逗子）
37

吉長 真理子 （湘南学院）

45

1

渡辺 美咲希 （緑ヶ丘女子）
10

森永 しおり （県立追浜）

青木 菜摘 （三浦学苑）
73

69

木村 奈緒 （三浦学苑）

福島 若菜 （横須賀学院）

2

11

長島 奈南 （横須賀学院）

木下 未悠 （県立横須賀大津）

46

38

亀倉 暖佳 （緑ヶ丘女子）

篠原 優奈 （県立追浜）
3

87

吉井 佳奈子 （県立横須賀）

堀口 瑞紀 （県立逗子）

85
47

青木 千穂 （県立逗葉）
39

片桐 桃花 （県立追浜）

岡本 あずみ （県立横須賀）
12

竜崎 今日子 （県立逗葉）

4

74

藤森 天音 （県立逗子）

相川 萌奈 （市立横須賀総合）
70

13

橘川 朋佳 （県立横須賀大津）
飯田 葵 （三浦学苑）

古谷 紗和子 （県立追浜）

48

5

坂田 鈴 （県立海洋科学）

40

板谷 みづ菜 （市立横須賀総合）

93

川原 明日香 （三浦学苑）

94
97

49

宮前 奈央 （県立横須賀大津）
41

高柳 志帆 （県立逗子）

斉藤 美侑 （県立追浜）
14

安達 香菜 （県立逗葉）

6

75

長浜 海夢 （横須賀学院）

北見 すず （県立大楠）
71

15

五十嵐 美月 （湘南学院）
戸村 由来 （県立逗葉）

川上 美咲 （横須賀学院）

50

7

勝木 英生 （県立横須賀大津）

42

早野 美優 （県立追浜）

小池 幸愛 （県立逗子）

88
86

16

安藤 晴香 （県立追浜）

岩谷 葵 （県立横須賀明光）
51

43

酒井 日向 （県立横須賀）

平野 友夏子 （県立横須賀）

8

17

堤 彩乃 （三浦学苑）

高橋 美起子 （県立追浜）

76

72

鶴川 真矢 （聖和学院）

阿部 遥 （県立追浜）
9

齋田 華澄 （県立横須賀大津）

18
44

52

都留 ほのか （県立追浜）

小菅 真里杏 （市立横須賀総合）
田中 美玖 （湘南学院）

決勝戦
99

横須賀市民大会（高校の部）

平成２８年８月２４日 横須賀アリーナ

女子シングルス－２
大槻 菜々子 （県立逗子）

伊藤 寛恵 （湘南学院）
53

小棚木 未来 （県立海洋科学）

61

19

大澤 里奈 （県立三浦臨海）
28

遠藤 日向子 （県立横須賀大津）

黒田 愛優彩 （市立横須賀総合）
81

77

荒井 理那 （市立横須賀総合）

佐久間 文香 （県立津久井浜）

20

29

石渡 るり （県立追浜）

吉田 ももね （県立逗子）

62

54

設楽 葉菜 （湘南学院）

富樫 渚 （県立追浜）
21

91

白井 麻裕 （県立逗葉）

久保寺 杏奈 （三浦学苑）

89
63

中村 彩乃 （県立逗子）
55

栗原 明日香 （緑ヶ丘女子）

内田 聖美 （横須賀学院）
30

村上 嬉実 （県立追浜）

22

82

渋木 萌永 （県立追浜）

永廣 美優 （県立横須賀大津）
78

31

永井 彩絵 （三浦学苑）
福田 華菜 （横須賀学院）

長野 亜海 （県立横須賀）

64

23

間渕 伝美 （県立逗葉）

56

福園 さやか （県立横須賀）

95

金子 美桜 （緑ヶ丘女子）

96
98

65

永田 千智 （横須賀学院）
57

松永 優菜 （県立横須賀大津）

岩崎 優利愛 （県立逗葉）
32

村岡 幸奈 （県立横須賀大津）

24

83

金森 美澪 （県立逗子）

関本 真夕 （県立追浜）
79

33

西川 実希 （県立逗葉）
田口 月 （湘南学院）

佐藤 汐里 （県立逗子）

66

25

星野 七海 （市立横須賀総合）

58

安原 彩奈 （県立追浜）

福谷 由莉菜 （県立逗子）

92
90

34

松本 ひかり （三浦学苑）

春本 佳穂 （県立横須賀）
67

59

松本 すず （県立追浜）

花村 美輝 （横須賀学院）

26

35

緒方 有花 （市立横須賀総合）
80

中山 愛理 （三浦学苑）

84

長谷川 優花 （緑ヶ丘女子）

岡安 智花子 （県立追浜）
27

山田 美香子 （県立横須賀）
飯田 紗衣 （県立追浜）

36
60

68

向野 帆佳 （湘南学院）
海和 青空 （県立横須賀大津）

