
2018年奈良県ジュニアテニス選手権　春季大会

14歳以下女子ダブルス

奥野 松田

髙山 奥谷

德永 60 75 松田

古川 奥野 松田 奥谷

62 髙山 奥谷 60

60 60

野村 中澤

高山 奥野 松田 田中

62 髙山 奥谷 63

64 61

大本 嶋本

安松 秋山

75 松倉 高津 76(4)

新部 永山

松倉 60 63 高津

新部 永山

60 奥野 藤井 62

高山 永澤

齋二 60 75 山下

福田 田中

60 齋二 森 61

福田 中村

原口 61 62 森

西木 中村

60 61

小坂 藤井
冨士野 宮里 永澤 小柳

西口 60 60 清水

60 61

小坂 藤井

宮里 永澤 平野

61 60 松田

小坂 藤井 64

宮里 永澤

60 60
(Tﾔﾏﾄ・ｻﾝﾋﾙ) 36

平野 花・松田 彩菜 (女附) 35

18 小坂 仁夢・宮里 明見 (ﾕﾆｰｸ･TGK) 藤井 玲奈・永澤 亜桜香

17 ｂｙｅ

16 宮嵜 華帆・井上 歩美 (奈登) 渡邉 桜・松井 沙耶 (西大和) 34

15 冨士野 ひな・西口 萌果 (女附) 三角 茉椰・東 陽奈 (上牧) 33

鍵山 萌衣・籠嶋 みずき (女附) 31

14 森下 栞・八島 千紘 (教附) 小柳 悠・清水 こころ

13 原口 葵・西木 和花 (鹿ノ台)

(鹿ノ台) 32

12 石塚 千晶・櫻井 佳奈 (女附) 森 裕美・中村 知郁 (奈登) 30

11 飯田 美澪・南 彩花音 (富三) 北 優美･青木 未唯菜 (教附) 29

高津 向日梨・永山 知依 (奈学) 27

10 齋二 優里菜・福田 瑛万 (TS) 山下 夏未・田中 小葉

9 松倉 寧音・新部 実咲 (ﾀﾞｲﾔ)

(まほろば) 28

8 小泉 舞桜・重松 和花 (女附) 大里 陽香・乃一 優心 (富三) 26
61,61

7 大本 菜結・安松 美春 (富三) 嶋本 美海・秋山 愛生 (ｱｲﾙ･平群TA) 25
奥野･髙山

本松 桃・梶谷 莉花 (女附) 23

6 蔵田 あゆみ・藤原 志帆 (鹿ノ台) 仲 美咲希・加藤 颯

5 松本 優依・太田 吏音 (奈登)

(香芝ｲﾝ) 24

4 野村 茉央・高山 愛音 (上牧) 中澤 実玲・田中 さくら (鹿ノ台) 22

3 北村 優莉子・西村 涼葉 (女附) 兼光 結実子・笹屋 優月 (教附) 21

吉崎 風華・大塚 梢夏 (ﾀﾞｲﾔ) 19

2 德永 歩美・古川 未來 (教附) 松田 瑠菜・奥谷 梨那

1 奥野 柚来・髙山 揺 (ﾀﾞｲﾔ)

(O's) 20



優勝決定戦

奥野　柚来　　 (ﾀﾞｲﾔ)

高山　揺 (ﾀﾞｲﾔ) 奥野･高山

藤井　玲奈 (Tﾔﾏﾄ) 61,61

永澤　亜桜香 (ｻﾝﾋﾙ)

3位決定戦

小坂　仁夢 (ﾕﾆｰｸ)

宮里　明見 (TGK) 松田･奥谷

松田　瑠菜 (O's) 61

奥谷　梨那 (O's)

5位～8位決定戦

松倉　寧音 (ﾀﾞｲﾔ)

新部　実咲 (ﾀﾞｲﾔ) 松倉･新部

齋二　優里菜 (TS) 60

福田　瑛万 (TS) 松倉･新部

高津　向日梨 (奈学) 62

永山　知依 (奈学) 森･中村

森　裕美 (奈登) 62

中村　知郁 (奈登)

7位決定戦

齋二　優里菜 (TS)

福田　瑛万 (TS) 高津･永山

高津　向日梨 (奈学) 64

永山　知依 (奈学)


