
第３７回　滋賀県ジュニアテニス選手権大会（平成２４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
佐々木 杏菜 1R 2R 3R 4R        5R         4R 3R 2R 1R 小泉 愛美

(栗東高) 佐々木 杏菜 小泉 愛美 (栗東高)

長谷川 沙紀 80 84 高橋 薫美
(膳所高) 佐々木 杏菜 志村 桃 小泉 愛美 (大津高)

小野 ちなみ 80 (栗東高) 80 栗政 夏美
(守山高) 小野 ちなみ 84 谷口 葵 (大津高)

佐藤 華佳 80 80 谷口 葵
(立命館守山高) 佐々木 杏菜 志村 桃 (栗東高)

伊豆本 丞美 83 82 遠藤　璃歩
(栗東高) 伊豆本 丞美 遠藤　璃歩 (栗東高)

寺岡 舞 81 82 平元 舞
(守山高) 小倉 菜奈 志村 桃 (東大津高)

野田 紗也果 86 80 福楽 千尋
(守山高) 小倉 菜奈 志村 桃 (立命館守山高)

小倉 菜奈 83 80 志村 桃
(栗東高) 佐々木 杏菜 志村 桃 (栗東高)

日野 詩奈 83 84 武本 華
(立命館守山高) 日野 詩奈 武本 華 (栗東高)

前 皐月 80 80 橋本 優美
(国際情報高) 日野 詩奈 武本 華 (守山高)

中江 由子 81 83 山元 眸
(守山高) 徐 星来 和田 桜 (堅田高)

徐 星来 80 83 和田 桜
(東大津) 鈎 胡桃 青木 萌 (個人登録)

吉野 有紀 97 82 南 真珠
(大津高) 吉野 有紀 南 真珠 (膳所高)

林 真奈美 83 83 川端 美波
(大津高) 鈎 胡桃 青木 萌 (立命館守山高)

山本 奈月 81 82 藤井 真央
(膳所高) 鈎 胡桃 青木 萌 (守山高)

鈎 胡桃 80 80 青木 萌
(栗東高) (栗東高)

シード選手 1.佐々木 杏菜(栗東高) 2.青木 萌(栗東高) 4.日野 詩奈(立命館守山高)

5.鈎 胡桃(栗東高) 7.武本 華(栗東高) 8.伊豆本 丞美(栗東高)

9.小倉 菜奈(栗東高) #N/A #N/A

#N/A

５～８位戦 (3Rの敗者）            順　   位
小倉 菜奈 ３位決定戦 (4Rの敗者） 24 １位

(栗東高) 日野 詩奈 1 ２位
日野 詩奈 63 鈎 胡桃 16 ３位

(立命館守山高) 武本 華 75 32 ４位
小泉 愛美 62 25 ５位

(栗東高) 武本 華 9 ６位
武本 華 63 17 ７位

(栗東高) 8 ８位
７～８位戦 （５～８位戦1Rの敗者）

小倉 菜奈
(栗東高) 小泉 愛美

小泉 愛美 64
(栗東高) 期日：2012/3/28

鈎 胡桃
(栗東高)

青木 萌
(栗東高)

小泉 愛美(栗東高)
小倉 菜奈(栗東高)

武本 華(栗東高)
日野 詩奈(立命館守山高)

志村 桃(栗東高)
佐々木 杏菜(栗東高)

鈎 胡桃(栗東高)
青木 萌(栗東高)
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3.志村 桃(栗東高)
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 会場：彦根総合運動場 庭球場



滋賀県ジュニアテニス選手権大会　１８才以下女子シングルス　本戦　【順位決定戦】
順位戦（９～１０位）

１～４の２Ｒ 小野 ちなみ
敗者 (守山高) 敗者は１3～１6位戦へ敗者 伊豆本 丞美

５～８の２Ｒ 伊豆本 丞美 13~16位戦へ 62
敗者 (栗東高) 敗者は１１～１２位戦へ 徐 星来

９～１２の２Ｒ 徐 星来 62
敗者 (東大津) 敗者は１3～１6位戦へ敗者 徐 星来

13～16の２Ｒ 吉野 有紀 13~16位戦へ 62
敗者 (大津高) 南 真珠

17～20の２Ｒ 谷口 葵 64
敗者 (栗東高) 敗者は１3～１6位戦へ敗者 谷口 葵

21～24の２Ｒ 遠藤　璃歩 13~16位戦へ 62
敗者 (栗東高) 敗者は１１～１２位戦へ 南 真珠

25～２8の２Ｒ 和田 桜 75
敗者 (個人登録) 敗者は１3～１6位戦へ敗者 南 真珠

2９～3２の２Ｒ 南 真珠 13~16位戦へ 75
敗者 (膳所高)

順位戦（１３位～１６位）
９～１０位戦１Ｒ 小野 ちなみ

の敗退者 (守山高) 吉野 有紀

９～１０位戦１Ｒ 吉野 有紀 62
の敗退者 (大津高) 吉野 有紀

９～１０位戦１Ｒ 遠藤　璃歩 75
の敗退者 (栗東高) 遠藤　璃歩

９～１０位戦１Ｒ 和田 桜 76(5)
の敗退者 (個人登録)

順位戦（１１－１２位）
９～１0位戦２Ｒ 伊豆本 丞美

の敗退者 (栗東高) 谷口 葵
９～１0位戦２Ｒ 谷口 葵 63

の敗退者 (栗東高)

順　位
29 ９位
12 １０位
20 １１位
5 １２位

13 １３位
21 １４位
3 １５位

28 １５位
小野 ちなみ(守山高)
和田 桜(個人登録)

吉野 有紀(大津高)
遠藤　璃歩(栗東高)

南 真珠(膳所高)
徐 星来(東大津)
谷口 葵(栗東高)
伊豆本 丞美(栗東高)
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 会場：彦根総合運動場 庭球場


