
第３５回　滋賀県ジュニアテニス選手権大会（平成２２年度関西ジュニアテニス選手権大会滋賀県予選）

１８才以下女子シングルス　本戦
大西 美波 林 未夢

(栗東高) 大西 美波 大橋 知佳 (米原高)

遠藤 佳奈 81 1 83 大橋 知佳
(国際情報高) 大西 美波 大西 美波 大橋 知佳 (守山高)

小西 穂波 81 (栗東高) 82 白崎 芙美子
(栗東高) 小西 穂波 82 須堯 加奈 (守山高)

坂 恵梨子 80 97 須堯 加奈
(膳所高) 大西 美波 新貝 真優 (膳所高)

徳田 有沙 84 80 藤橋 里奈
(国際情報高) 徳田 有沙 藤橋 里奈 (東大津高)

髙井 千早希 82 81 中田 怜那
(国際情報高) 池尻 陽香 新貝 真優 (栗東高)

木村 唯 80 81 櫻井 良衣
(米原高) 池尻 陽香 新貝 真優 (大津高)

池尻 陽香 81 80 新貝 真優
(守山高) 大西 美波 新貝 真優 (栗東高)

田中 真梨子 82 84 金原 萌子
(栗東高) 田中 真梨子 金原 萌子 (東大津高)

西村 直美 83 84 井花 莉子
(守山高) 田中 真梨子 金原 萌子 (守山高)

林 果穂 80 82 川瀬 和加奈
(栗東高) 砂田 明梨 川瀬 和加奈 (近江兄弟社高)

砂田 明梨 82 82 竹谷 由香
(光泉高) 田中 真梨子 山下 莉沙 (高島高)

藤井 りほ 81 81 梶原 真利花
(大津高) 藤井 りほ 中村 美夏 (国際情報高)

村上 真菜 81 83 中村 美夏
(立命館守山高) 藤井 りほ 山下 莉沙 (守山高)

伊藤 可梨 81 80 中島 実夏
(膳所高) 山田 知佳 山下 莉沙 (守山高)

山田 知佳 84 80 山下 莉沙
(米原高) (栗東高)

シード選手 1.大西 美波(栗東高) 2.山下 莉沙(栗東高) 4.新貝 真優(栗東高)

5.池尻 陽香(守山高) 7.林 未夢(米原高) 8.金原 萌子(東大津高)

9.藤井 りほ(大津高) 11.砂田 明梨(光泉高) #N/A

13.竹谷 由香(高島高)

５～８位戦 順　位
池尻 陽香 ３位決定戦 1 １位

(守山高) 池尻 陽香 24 ２位
藤井 りほ 60 山下 莉沙 32 ３位

(大津高) 池尻 陽香 60 9 ４位
大橋 知佳 62 8 ５位

(守山高) 大橋 知佳 18 ６位
金原 萌子 63 25 ７位

(東大津高) 13 ８位
７～８位戦
藤井 りほ

(大津高) 金原 萌子

金原 萌子 62
(東大津高)

10.徳田 有沙(国際情報高)

6.山田 知佳(米原高)

3.田中 真梨子(栗東高)
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金原 萌子(東大津高)
藤井 りほ(大津高)

大西 美波(栗東高)
新貝 真優(栗東高)
山下 莉沙(栗東高)
田中 真梨子(栗東高)
池尻 陽香(守山高)
大橋 知佳(守山高)

田中 真梨子
(栗東高)

山下 莉沙
(栗東高)

会場：彦根総合運動場 2010/03/29



順位戦（９～１０位）

１～４の２Ｒ 小西 穂波
敗者 (栗東高) 敗者 徳田 有沙

５～８の２Ｒ 徳田 有沙 13~16位戦へ 62
敗者 (国際情報高) 敗者 徳田 有沙

９～１２の２Ｒ 砂田 明梨 11~12位戦へ 75
敗者 (光泉高) 敗者 山田 知佳

13～16の２Ｒ 山田 知佳 13~16位戦へ 61
敗者 (米原高) 中村 美夏

17～20の２Ｒ 須堯 加奈 61
敗者 (膳所高) 敗者 藤橋 里奈

21～24の２Ｒ 藤橋 里奈 13~16位戦へ 62
敗者 (東大津高) 敗者 中村 美夏

25～２8の２Ｒ 川瀬 和加奈 11~12位戦へ 63
敗者 (近江兄弟社高) 敗者 中村 美夏

2９～3２の２Ｒ 中村 美夏 13~16位戦へ 62
敗者 (守山高)

順位戦（１３位～１６位）

小西 穂波
(栗東高) 小西 穂波

砂田 明梨 62
(光泉高) 小西 穂波

須堯 加奈 62
(膳所高) 須堯 加奈

川瀬 和加奈 62
(近江兄弟社高)

順位戦（１１－１２位）

山田 知佳
(米原高) 藤橋 里奈

藤橋 里奈 62
(東大津高)

順　位
30 ９位
5 １０位

21 １１位
16 １２位
3 １３位

20 １４位
12 １６位
27 １６位
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砂田 明梨(光泉高)
川瀬 和加奈(近江兄弟社高)

中村 美夏(守山高)
徳田 有沙(国際情報高)
藤橋 里奈(東大津高)
山田 知佳(米原高)
小西 穂波(栗東高)
須堯 加奈(膳所高)

会場：彦根総合運動場 2010/03/29


