
２０１３年 奈良県ジュニアテニス選手権 春季大会
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四方 里紗子・新居 稚菜 （Tｺﾞｯﾁ・ﾕﾆｰｸ） 19

2 Ｂｙｅ Ｂｙｅ 20
1

1 能勢 彩佳音・吉岡 那菜

3 福井 仁那・油布 亜衣香 (教附中)

(ﾀﾞｲﾔ)

稲谷 みく・大内田 奈央 (上牧中) 21能勢 吉岡

4 中島 ひかる・高島 舞弥 （奈学登美） 板倉 由奈・辰巳 華保乃 (教附中) 22
85

5 山田 優花・平松 瞳 (女附中) 林 千晴・西尾 美都 (女附中) 23

6 津田 瑞希・楠原 佳奈 (女附中) 中村 文美・河原 早希 （奈学登美） 24

7 吉見 友梨・藤田 京子 (育西中) 北村 真愛・井ノ上 和花 (女附中) 25

8 大野 明穂・河野 里奈子 (上牧中) 坂本 春菜・辻田 有希奈 (富雄第三) 26

9 柴谷 郁帆・庄司 実憂 (奈学中) 常深 麻奈未・川口 蒼野 (奈学中) 27

10 塚原 瑞穂・奥田 千遥 (女附中) 内田 桃香・矢原 涼帆 (女附中) 28

11 北井 葉月・中村 南美 （奈学登美） 松本 菜茉・野上 祐紀 (育西中) 29

12 堀内 花鈴・坂田 朱音 (富雄第三) 寺原 由記・豊浦 綾香 (女附中) 30

13 上岡 愛理・浅田 紫苑 (教附中) 中村 綾乃・島田 有捺 (上牧中) 31

14 浅井 雪音・合内 彩夏 (上牧中) 寺野 真季・北吉 史佳 (女附中) 32

15 前田 理沙・坪田 薫子 (女附中) 加藤 七瀬・西田 琴羽 (教附中) 33

16 下田 夏菜・高原 由依 (育西・女附) 花熊 美沙・奥山 紗江 （奈学登美） 34

17 Ｂｙｅ Ｂｙｅ 35

18 猿渡 礼菜・中西 麻実 (大淀中) 染川 真衣・中村 美月 (ﾀﾞｲﾔ) 36

10 塚原 瑞穂・奥田 千遥 (女附中)

四方 里紗子・新居 稚菜 （Tｺﾞｯﾁ・ﾕﾆｰｸ）19

柴谷 郁帆・庄司 実憂 (奈学中) 9

15前田 理沙・坪田 薫子 (女附中)

常深 麻奈未・川口 蒼野 (奈学中) 27

内田 桃香・矢原 涼帆 (女附中) 28柴谷 郁帆・庄司 実憂 (奈学中)9

28 内田 桃香・矢原 涼帆 (女附中)


