
２０１６年　奈良県ジュニアテニス選手権　秋季大会

13歳以下女子ダブルス

山口 岩佐

森岡 三井

竹田 60 60 渡邉

林 西山

WO 山口 岩佐 62

森岡 三井

60 60 中村

河野

野津 田和 61

中畑 小西

64 山口 岩佐 60

森岡 三井

浅田 60 62 松田

池田 橋詰

豊田 61 60 松田

尾崎 橋詰

64 南浦 林 61

小坂 田又

樋口 61 62 林田

北原 梅木

63 南浦 林 75

小坂 田又

64 山口 長田 62

森岡 奥野

堀田 61 61 畑

橋本 松下

林 60 62 堀内

大隅 冨田

63 福田 橘 61

齋二 森

村山 76（3） 62 高原

松倉 平山

61 福田 橘 75

齋二 森

76（8） 松岡 長田 62

藤井 奥野

森行 60 60 栗尾

瀬川 松村

小柳 61 62 栗尾

清水 松村

62 松岡 長田 60

藤井 奥野

山中 62 60 向井

来丸 藤田

76（3） 松岡 長田 63

藤井 奥野

60 60

⑮

②

⑥

⑦

⑩

③

⑭

⑪

岩佐 里彩・三井　望未 (YELL・ﾃｨｰｴｽ) 25

2 岩間 遙菜・藤川 美怜 (上牧) 渡邉 和音・西山 由希那

① 1 山口 結捺・森岡 きらら (Tﾔﾏﾄ・奈国際)

(YELL) 26

3 竹田 花菜・林 未結 (奈登) 城山 一葉・森本 響佳 (鹿台) 27

4 安谷彩香・上西美羽 (大淀中) 松下 莉子・藤田 真尋 (奈登) 28

中村 知紗希・河野 琴果 (奈学) 29

⑯ 6 野津 七望・中畑 陽菜 (鹿台) 田和 亜兼・小西 くるみ

5 Ｂｙｅ

(ﾕﾆｰｸ) 30

61

山口・森岡

⑨ 7 浅田 亜花音・池田 晶帆 (コスパ) 西 さくら・上西 稀夕 (ｵｰｸ) 31

8 豊田 陽菜・尾崎 伶実 (西大) 山下 夏未・田中 小葉 (まほろば) 32

松田 悠希・橋詰 結生 (奈学) 33

10 樋口 綾音・北原　 礼菜 (女附) 林田 京華・梅木　 彩愛

9 東 夏妃・戸田 あすか (奈学)

(女附) 34

11 本田 暖菜・宮﨑 真歩 （富三) 梅本真奈・竹田茉梨愛 (大淀中) 35

⑧ 12 南浦 香純・小坂 仁夢 (ﾕﾆｰｸ) 林 葵実・田又 祐果 (TGK) 36

畑 ひかる・松下 春花 (ﾕﾆｰｸ) 37

14 林亜美佳・大隈美穂 (大淀中) 松野 光季・久留島 優奈

⑤ 13 堀田 沙織・橋本 実紅 (新庄・ﾀﾞｲﾔ)

(奈登) 38

15 上阪 菜奈・栁田 真歩 (女附) 堀内 瑞紀・冨田 真菜 (上牧) 39

16 村山 花凜・松倉 愛里 (奈学) 高原 愛奈・平山 蓮華 (奈学) 40

宮里 明見・大野 美南帆 (TN21・奈国際) 41

⑫ 18 福田 瑛万・斎二 優里菜 (ﾃｨｰｴｽ・ﾀﾞｲﾔ) 橘 咲良・森 裕美

17 榎並 万里・阪田 琴音 (富三)

(ﾙｰｾﾝﾄ) 42

⑬ 19 森行 渚・瀬川 心 (登美北・平群TA) 大坂 遥華・御供 和 (鹿台) 43

20 小柳 悠・清水 こころ (鹿台) 清水 七海・小野澤 詩音 (女附) 44

栗尾 美羽・松村 涼里 (教附) 45

22 岡田 胡桃・尾﨑 真優 (富三) 向井愛友奈・藤田偲依名

21 猪尾 有香・阿部 美波 (ﾕﾆｰｸ)

(大淀中) 46

23 山中 美月・来丸 遼香 (奈学) 後藤 綾巴・和田 菜花 (富三) 47

④ 24 松岡 杏・藤井 玲奈 (Tﾔﾏﾄ) 長田 珠果・奥野 柚来 (ﾕﾆｰｸ・ﾀﾞｲﾔ) 48


