
第２２回宮日杯ジュニアテニストーナメント

平成２１年１月１０日～１２日

県総合運動公園テニスコート

女子シングルス (1)

49 宮野瑞己 宮崎商

竹山　葵 宮崎商 9748 緒方寛菜美 三財中

伊豆恵美子 宮崎南 9647 緒方郁佳 宮崎学園

上野　早織 宮崎大宮 9546 河野　早希 日向学院

緒方美月 三財中 9445 飯田　愛李 日向

海田愛香 都城農 9344 野々下　可菜子 延岡

弓削　朋未 妻 9243 黒木　李穏 宮崎第一

佐々木　愛 泉ヶ丘 9142 廣末　里紗 妻

畝原　恵 日向 9041 長友春香 佐土原

佐藤　華夏 延岡 8940 斎藤　美湖 宮崎農

神﨑　美里 延岡商 8839 大野　月七 宮崎西テニス

中庭　杏奈 高鍋 8738 恵利　美穂 高鍋

谷元美寿紀 宮崎学園 8637 中嶋　優 宮崎商

山口　夏穂 宮崎西 8536 竹之内　咲紀 シーガイアJr.

岩永　由希美 清武Ｊｒ 8435 内村　麻里 高鍋

黒木沙織 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 8334 蝦原　沙紀 宮崎北

田村優衣香 宮崎農 8233 甲斐小姫子 延岡商

山之口晴香 小林 8132 井上美里 三財中

竹田裕代 都城農 8031 飯干　愛梨 清武Ｊｒ

今富　七絵 リザーブJr 7930 井野内　美咲 日向

銀山　綾華 延岡 7829 黒木　美帆 日章学園

中嶋　まどか 宮崎北 7728 新田　奈々江 宮崎大宮

黒木　康代 日向 7627 東　春菜 都城農

高崎　景子 宮崎第一 7526 黒木　奏子 宮崎南

染矢志帆子 延岡ロイヤルJｒ 7425 松尾　彩美 ライジングサンHJC

重山　奈穂 聖ドミニコ 7324 亀山　頼子 宮崎北

甲斐　万紀子 高鍋 7223 那須　美里 妻

大神　江里 延岡 7122 久保田智美 宮崎農

津曲　葉月 小林 7021 川添　夏輝 宮崎南

中武　綾香 宮崎農 6920 黒木詩織 三財中

中武和美 佐土原 6819 杉田　奈々 高鍋

柳田汐梨 都城農 6718 濱田　萌未 宮崎西

今村　知沙 清武Ｊｒ 6617 嘉多由希子 宮崎学園

高橋　真亜子 日章学園 6516 中村　奈々美 日向学院

武　石　美　幸 小林工・秀 6415 松岡　悠 日章学園

河野　未芙美 日向 6314 栗野　明日香 泉ヶ丘

西　沙綾 ライジングサンHJC 6213 丸目沙織 都城農

三浦　彩 高鍋 6112 木原　美紅 高鍋

橋口　麻美 宮崎農 6011 中城　佳織 延岡商

八田　穂菜美 宮崎第一 5910 田中　彩子 宮崎農

上山　莉智 日向学院 589 坂本　唯奈 宮崎南

新　野乃花 飯野 578 新田　唯 延岡

橋本　茉実 妻 567 岩城　真実 日向

木村　日向子 日向 556 堀切彩乃 宮崎学園

伊東　香 三財中 545 川越　美幸 宮崎第一

中森　千皓 宮崎南 534 原田　久美子 宮崎大宮

井俣奈津希 宮崎学園 523 山住真里奈 小林

福富　麻耶 延岡商 512 樫　山　英　恵 小林工・秀

松尾　楓 ライジングサンHJC 501 大原かのこ 宮崎商



女子シングルス (2)

齋藤杏奈 宮崎商 194146 小林千里 宮崎商

新田　由奈 高鍋 193145 高須　沙千代 延岡

鶴薗　梨沙 宮崎第一 192144 長友　美紀 宮崎農

田淵　菜々 宮崎南 191143 松下　萌 高鍋

上岡　倫子 宮崎農 190142 稲用　諒子 宮崎大宮

大坪みつき 小林 189141 温　水　明日香 小林工・秀

河野　侑奈 宮崎大宮 188140 末永有佳梨 佐土原

187139 甲斐あかり 宮崎学園

137 宮田　佳奈

池　田　紀　子 小林工・秀

186138 後藤　春奈 延岡商 六角　順菜 日向

ベアーズjr

山中くるみ 三財中 185136 黒木和佳 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ

熊谷礼留 都城農 184135 田村　香織 宮崎南

橋本　さとみ 延岡 183134 上谷　優子 小林

相良　麻帆 ライジングサンHJC 182133 福島　瑛実 ライジングサンHJC

重冨　伶奈 日向学院 181132 横山　幸子 日向

柳田　千穂 宮崎農 180131 畑中美咲 都城農

松元　奈菜 泉ヶ丘 179130 黒木　千智 宮崎第一

甲斐　　菊乃 延岡商 178129 押川由紀 三財中

日高　茜 都城農 177128 土橋　春香 宮崎南

猪野　ひなた シーガイアJr. 176127 押川　　生 宮崎農

荒矢瑶美 宮崎学園 175126 井上小波 宮崎商

瀬戸山　百佳 宮崎北 174125 中村　聖美 泉ヶ丘

村上　菜央子 妻 173124 近藤　遥 日向学院

鳥越　まゆ 清武Ｊｒ 172123 中武　希 高鍋

芳野　櫻子 宮崎西 171122 鬼塚　友紀 宮崎西

甲斐　優季 ライジングサンHJC 170121 小川祐佳 佐土原

高橋　未来 日章学園 169120 小野　美里 シーガイアJr.

日向 168119 清　亜咲美 宮崎北 奈須　里美

土橋　美咲 清武Ｊｒ 167118 河野　友里 高鍋

高須　八千代 延岡 166117 横山　優美 泉ヶ丘

寺田優香 三財中 165116 児玉　祐真 日向

出田　有里佳 都城西 164115 寺田　渚沙 妻

津曲　夏帆 宮崎農 163114 日高千恵 宮崎学園

末増明日美 佐土原 162113 高山真緒 都城農

日我文香 宮崎学園 161112 小野　聖香 延岡

石川　恵理 妻 160111 郡司裕美 新富ｼﾞｭﾆｱ

甲斐　文華 高鍋 159110 前田　古都 日章学園

田代　愛果 日向 158109 井上洋菜 三財中

今井　美友 宮崎第一 157108 河野もえみ 宮崎学園

日比野有希 宮崎学園 156107 池田　沙耶加 日向

川畑沙也加 都城農 155106 山口遥香 小林Jr

宇治橋　さおり 宮崎大宮 154105 布施　美咲 宮崎農

河野由佳 三財中 153104 松下　陽菜子 清武Ｊｒ

吉永汐里 ｻｻﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 152103 松元　香澄 宮崎第一

川越沙弥香 宮崎商 151102 阿南　美和子 高鍋

恒吉　里奈 宮崎南 150101 林　　奈緒 宮崎南

中村　純歌 宮崎農 149100 伊東　詩織 ライジングサンHJC

二宮　沙織 日向学院 14899 永友　　瀬菜 延岡商

杉尾　萌 高鍋 14798 大塚可奈子 宮崎商


