
田中・半田 山本・白戸

61 61

中島・海邊 児玉・松本

62 田中・半田 山本・白戸 62

60 60

湯川・石原 森本・坪田

64 64

田中・半田 平岡・駒田

62 63

岡田・吉原 平岡・駒田

60 60

城山・合田 平岡・駒田

中田・小竹 60 75 清須美・南

61 62

城山・合田 安田・佐田

60 62

田中・半田 土谷・嶋田

60 63

猿渡・杉村 牧田。石崎

61 62

木村・南浦 中川・貝辻

64 猿渡・杉村 牧田・石崎 60

63 63

國本・藤井 北川・高田

60 62

久保・磯部 土谷・嶋田

64 62

奥・岡嶋 杉本・増田

62 61

久保・磯部 土谷・嶋田

中村・廣田 76（7） 60 松地・村田

60 63

久保・磯部 土谷・嶋田

62 60

３位決定戦(ｼｮｰﾄ）

平岡・駒田

63

５～８位順位戦（ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）

木村・南浦

86

山本・白戸

75

山本・白戸

74

7位決定戦（ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）

猿渡・杉村

75

11 猿渡 結花・杉村 奈瑠美 (大淀中)

31 牧田 遙・石崎 千晶 (女附中)

21 山本 奈弥・白戸 春日 (ｵｰｸ)

31 牧田 遙・石崎 千晶 (女附中)

10 城山 悠・合田 奈々緒 (ﾀﾞｲﾔ)

11 猿渡 結花・杉村 奈瑠美 (大淀中)

20 久保 和穂・磯部 葵 (奈学中)

26 平岡 梓・駒田 詩乃 (上牧中)

20 久保 和穂・磯部 葵 (奈学中) 土谷 萌子・嶋田 真子 (奈学中) 40

19 中村 都沙・廣田 奈都美 (育西中) 肥田 佳奈・狩谷 双葉子 （奈学登美） 39

18 北岡 奈々・宮本 夏帆 （奈学登美） 松地 里沙子・村田 美沙子 (育西中) 38

17 今田 莉緒・新田 郁奈 (女附中) 池田 悠陽・前田 悠里 (教附中) 37

16 奥 映理菜・岡嶋 莉央 (教附中) 杉本 くる美・増田 奈都美 (上牧中) 36

15 國本 汐音・藤井 美希 (奈学中) 北川 優貴子・高田 茉菜 (上牧中) 35

14 奥田 菜月・荒木 優里 (女附中) 富井 祐里・喜多 里奈 （帝塚山中） 34

13 荒木 友加里・松村 萌香 (育西中) 中川 佳絵・貝辻 菜摘 (大淀中) 33

12 木村 実咲・南浦 奈都美 (上牧中) 豊田 恵美・松井 彩歌 (育西中) 32

11 猿渡 結花・杉村 奈瑠美 (大淀中) 牧田 遙・石崎 千晶 (女附中) 31

10 城山 悠・合田 奈々緒 (ﾀﾞｲﾔ) 安田 莉加・佐田 菜摘 (女附中) 30

9 中田 茉佑・小竹 ひとみ (女附中) 清須美 彩紀・南 佳奈 (育西中) 29

8 山中 宏華・辻井 藍 （奈学登美） 小泉 るみ・小田 祐香 (大淀中) 28

7 長嶋 里歩・樋野 杏奈 (上牧中) 佐野 晶子・森田 蕗 (教附中) 27

6 岡田 早恵・吉原 由梨 (大淀中) 平岡 梓・駒田 詩乃 (上牧中) 26

5 湯川 瑛美香・石原 泉 (奈学中) 中 あずさ・勝山 紗千子 (教附中) 25

4 中村 有稀・浜咲 萌 (育西中) 森本 未来・坪田 真奈 (女附中) 24

22
(ﾀﾞｲﾔ)

3 中島 伊織里・海邊 和香子 (教附中)
60

児玉 悠・松本 歩実 (奈学中) 23

2 千田 裕加里・吉岡 采音 (女附中)
半田 紗也子

上田 理世・中山 夏海 (大淀中)

2010年 奈良県ｼﾞｭﾆｱテニス選手県・春季大会

１６歳 女子ダブルス

1 田中 優希子・半田 紗也子 (ﾀﾞｲﾔ)
1

山本 奈弥・白戸 春日 (ｵｰｸ) 21
田中 優希子


