
滋賀県ジュニアテニス選手権大会（兼　2015関西ジュニアテニス選手権大会滋賀県予選）Ｕ１８ＧＤ

女子ダブルス本戦　（予選ブロック優勝組＜本戦出場予定者名＞）

2015/3/27

予選通過者名簿 本戦

ブロック 選手氏名 所属 ドロー番号 組Point計 備考（個人point）
1 A 千村 真菜 大津高 64

中村 桃花 大津高 128 64
6 B 鵜飼　麻維那 栗東高 96

中本　詩衣菜 栗東高 128 32
11 C 山脇 未久 大津商業高 64

河合 琴梨 大津商業高 128 64
16 D 伊藤 里紗 玉川高 64

岸場 郁子 玉川高 128 64
21 E 森 萌香 長浜高 64

谷口 怜 長浜高 128 64
27 F 北川 香蓮 東大津高

市場 江里子 東大津高 0
33 G 奥井 奈々子 米原高 64

奥村 しずく 米原高 128 64
36 H 西田 早織 守山高 96

齋藤 はづき 守山高 96 0
41 I 西津 秋保 守山高 96

武田 奈津穂 守山高 96 0
46 J 田中 友理 膳所高 32

橋上 園加 膳所高 64 32
53 K 川村　紗英 立命館守山高

松本　七海 立命館守山高 0
60 L 佃　哀果 玉川高

川田　唯衣 玉川高 0
61 M 本郷 佳奈 東大津高 32

太田 早紀 東大津高 64 32
66 N 小川 真琴 立命館守山高 32

五味 若菜 立命館守山高 64 32
71 O 坂口 利奈 近江兄弟社高 32

藤田 彩里沙 近江兄弟社高 64 32
76 P 池本 奈津希 東大津高 32

西尾 友花 東大津高 64 32
Q

0
本戦ストレートイン組（予選免除者）

1 東 美穂 栗東高 □
黒川 彩子 栗東高

32 田中 瑞萌 東大津高 □
稗島 梓 滋賀四ノ宮

3 24 森 愛捺花 国際情報高 □
岡田 菜緒 国際情報高

4 9 北村 美紗季 立命館守山高 □
番 尚美 クレア 立命館守山高

5 4 山本 実侑 国際情報高 □
清原 かんな 国際情報高

6 5 小野 亜佑美 守山高 □
西村 早織 守山高

7 8 柘植 菜月 近江兄弟社高 □
田井中 理子 近江兄弟社高

8 12 並河 凜 守山高 □
片木 佐映 守山高

9 13 米本 ひかり 石部高 □
青木 真綾 石部高

16 吉村 優花 東大津高 □
室矢 帆乃花 東大津高

17 福井 愛加 守山高 □
松本 美緒 守山高

20 岡 裕理奈 守山高 □
吉田 陽薫 守山高

21 寺田 理沙子 国際情報高 □
篠原 千潤 国際情報高

25 山元 ゆうか 国際情報高 □
源代 琴乃 国際情報高

28 眞鍋 裕香 光泉高 □
徳永 樹 光泉高

29 角田 紗希 国際情報高 □
安藤 佑衣 国際情報高


