
 
 

2013年度 JOCジュニア女子シングルス（GS)
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大 堀 彩（福 島）1

名倉 帆南（和歌山）2

財 津 穂（長 崎）3

蘭 沙也可（岐 阜）4

岩﨑 遥香（徳 島）5

志田 千陽（青 森）6

勝俣 莉里香（静 岡）7

安岡 優香（高 知）8

尾﨑 沙織（埼 玉）9

荒木 萌恵（千 葉）10

城所 恵美（神奈川）11

藤原 あすか（愛 媛）12

手 塚 蘭（群 馬）13

中 村 幸（富 山）14

野田 千遥（福 岡）15

重信 萌夏（山 口）16

西口 涼子（埼 玉）17

金丸 萌子（長 野）18

十河 茉由（香 川）19

仲井 由希乃（東 京）20

小西 千穂（香 川）21

利根川 怜奈（兵 庫）22

堀田 彩加（鹿児島）23

海老原 詩織（栃 木）24

勝 洋 子（滋 賀）25

遠山 きよら（福 岡）26

和田 毬代（奈 良）27

脇田 渉夢（山 梨）28

仁平 菜月（福 島）29

池内 萌絵（島 根）30

船橋 佳歩（北北海道）31

吉浦 鈴夏（石 川）32

毛利 未佳（佐 賀）33

濱北 もも（福 島）34

関矢 夕芽（三 重）35

畠山 静花（岩 手）36

中村 優里（青 森）37

中島 朱音（福 井）38

川島 里羅（埼 玉）39

荒木 茜羽（青 森） 40

中野 有沙（南北海道） 41

伊藤 由季（山 形） 42

久野 有希（愛 知） 43

朝岡 依純（熊 本） 44

川島 美南（埼 玉） 45

黒田 侑子（新 潟） 46

飯村 梨衣子（茨 城） 47

金城 悠姫（沖 縄） 48

河本 紗里（石 川） 49

上田 麻未（高 知） 50

川端 葵衣（鳥 取） 51

橋詰 有紗（京 都） 52

齋 藤 栞（埼 玉） 53

井上 美沙（岡 山） 54

松山 奈未（福 岡） 55

鎌田 瑠夏（秋 田） 56

日高 桜香（東 京） 57

川添 麻依子（三 重） 58

東野 有紗（福 島） 59

福本 涼香（山 口） 60

宮崎 りの（長 崎） 61

片桐 悠夏（千 葉） 62

伊達 はるか（佐 賀） 63

川上 紗恵奈（福 島） 64

鈴木 いよ乃（宮 城） 65

金田 明香里（兵 庫） 66

辻田 真希（大 阪） 67

結城 晶子（大 分） 68

大家 夏稀（石 川） 69

清 水 望（埼 玉） 70

長野 来夢（鹿児島） 71

上杉 夏美（広 島） 72

木場 叶華（香 川） 73

吾妻 咲弥（福 島） 74

大久保 愛美（栃 木） 75

井田 麻友（島 根） 76

工藤 ひな子（宮 崎） 77

山 口 茜（福 井） 78


