
令和元年9月14-15日　青葉公園テニスコート
※丸数字は学年

⼭形 愛佳②

58 BYE

32 筑前 ⼭下 華穂② 64 博多 福島 裟⽻羅②

31 博多 川嶋 寿來① 63 福岡雙葉 永吉 央奈①

6230 筑紫丘 関岡 由惟②

29 ⻄南学院 ⽥上 晴菜② 61 福⼤若葉 榊 杏樹②

⾹住丘 吉⽥ 萌②

28 ⽷島 友岡 知佳⼦②

吉⽥ ももの②27 純真 松尾 美鈴① 59 福⼤⼤濠

60 柏陵 ⾼橋 凛②

26 BYE

五嶋 花帆②25 筑紫⼥ ⻄⼭ 歩希② 57 太宰府

24 博多 ⾨⽥ 愛② 56 修猷館 ⼤渕 陶⼦②

23 筑前 京⾕ 薫⼦② 55 福⼤⼤濠 永尾 凛②

5422 九州 ⼤鶴 玲愛②

福岡中央 ⽮野 杏果② 53 上智福岡 新井 菜那②

純真 ⼭下 亜実①

20 春⽇ 寺岡 歩望②

⼭本 あい②19 宇美商 森松 幸⾳② 51 福岡中央

21

50 BYE

52 太宰府 ⼩林 愛②

18 BYE

髙﨑 千尋②17 宗像 眞武 佐代美② 49 宗像

16 柏陵 ⾼瀬 萌々佳② 48 筑紫丘 原  雪乃②

15 光陵 上野 海⾳理② 47 福⼥院 宮内 こころ①

4614 宗像 ⽵井  櫻②

筑紫⼥ 髙⽊ 美和② 45 純真 ⻑尾 美⾥②

修猷館 吉⽥ 咲①

12 ⻄南学院 ⽵中 祐⽣①

安永 梨華②11 九州 瀧⼝ 美⾥② 43 宗像

13

42 BYE

44 竟成館 笠原 亜貴①

10 BYE

野⽥ 穂②9 城東 ⽯井 陽菜② 41 博多

8 光陵 澤久 結⾐② 40 宗像 浦 彩夏②

7 春⽇ 吉⽔ 冬美②

6 柏陵 ⾺場 ⽇夏美②

39 上智福岡 岩本 紋菜②

38

5 九州 ⽐嘉 祐⾹② 37 福⼤⼤濠 中本 菜々美②

筑陽学園

4 城東 後藤 璃沙②

深⾒ 陽南②3 筑紫丘 相良 奈那②

稗⽥・北島 36 筑紫⼥ ⼭下 真凛①

35 筑前

342 BYE BYE

下⽥ 亜海②
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1 上智福岡 美⼭ こころ① 33 光陵
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125 城東

福⼥院 ⿊⽊ 真菜⼦②96 福岡中央 中⽥ 千奈② 128

BYE12795

126

⻄南学院 松岡 花凜②

修猷館 ⻤村 桃佳①

93 講倫館 内野 愛華②

守⼭   歩②94 太宰府

⼊⼝ 真奈帆②

92

91 ⾹住丘 吉栁 結⾐② 123

筑陽学園 吉国 ⿇耶② 124 上智福岡

柏陵 樫元 聖奈②

⼤渡 美季②

寺上 のの②筑紫⼥89 純真 佐保 ⽇奈⼦② 121

122 BYE90 BYE

88 ⾹住丘 稲冨 葵② 120 福岡雙葉 中島 理紗⼦②

福⼤若葉 北野 ⼼暖②11987

118

太宰府 中村 ⽇菜⼦①

春⽇ 中川 ⿇理⼦②

85 修猷館 新德 千華②

⽶倉 ゆうの②86 筑紫⼥

野村 明莉②

⼋⼾ 虹美②84

83 福⼥院 平⽥ 美⽉① 115

117 太宰府

福岡 ⼩林 由依① 116 博多

宇美商 仁⽥原 稀樹②

⻑峰 愛②柏陵81 竟成館 寺島 愛梨② 113

114 BYE82 BYE

80 ⽷島 ⽥⼝ 葉那② 112 筑陽学園 ⾕ 若菜②

⽷島 久保 茉⽩①11179

110

宇美商 城⼾ 結菜①

竟成館 平塚 ⾵⾹②

77 ⽞界 岡⾕彩花②

⽥之上 仁愛①78 竟成館

宮⽥ 咲世②

川⽥ ⻘空②76

75 福⼤⼤濠 吉村 ⼼② 107

109 宇美商

⾹住丘 甲斐 七穂② 108 福⼤若葉

九州 佐藤 帆乃⾹②

磯部 絢⼦②筑前73 城東 ⾼倉 愛⽣② 105

106 BYE74 BYE

72 福⼤⼤濠 野⼝ 綾② 104 福⼤若葉 ⽊村 美友②

福岡中央 ⽥中 絢理①10371

102

福岡 ⽻⽥野 渚⽉①

⼭元 梨央①70 城東 筑前 平野 綾菜②

101 福岡雙葉 ⼭⼝ 慶乃②69 ⾹住丘 渡辺 みゆ②

68

67 光陵 宮本 優真② 99

福岡雙葉 園⽥ ⽂美② 100 福⼥院

⻄南学院 吉澤 凜⾹②

花岡 鈴⾳①

98 BYE66 BYE

良永 空羅②
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97 宇美商65 春⽇ ⽩井 美智②



151 BYE

152 九州 三好 真凛①

149 春⽇ 下川 乃々花②

150 筑陽学園 ⼤⼭ 真依②

147 福⼤若葉 ⼤淵 朱莉②

148 ⽷島 薦⽥ 朱⾳②

146 BYE

143 BYE

145 光陵 森坪 佳穂②

144 筑紫丘 荻⽥ ひまり②

141 竟成館 南部 鈴②

142 福岡中央 ⾼村 ⾳⽻①

139 ⽷島 ⽥中 夢乃②

140 福⼥院 武原 凜菜②

138 BYE

135 BYE

137 福岡 中野 友果②

136 ⻄南学院 前⽥ 凜々⼦②

133 筑陽学園 森 愛華②

134 筑紫丘 永留 歩夢②

131 福岡雙葉 中野 由利果②

132 修猷館 神尾 ⾹帆①
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129 上智福岡 永⽥ 理紗②

130 BYE


