
2016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
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16 山根 夏鈴･堀田 佐織 (TS･ﾕﾆｰｸ) 折尾 華音･長田 珠果 (ユニーク) 32

15 小山夏妃･花木 涼音 (鹿台中) 上田 姫華・橋本 舞香 (大淀中) 31

向山ひかり･御供 和 (鹿台中) 29

14 西田 桃子･時田 咲良 (教附中) 山田 夏葵･島田 結生

13 平岡 遥奈･長浜 智子 (女附中)

(奈学中) 30

12 林 葵実･田又 祐果 (TGK) 西川 芽生･平田 桃花 (女附中) 28

11 福田 涼葉・田上 美月 (大淀中) 野津七望･久保田 帆波 (鹿台中) 27

南浦 香純･栗田 夏穂 (ユニーク) 25

10 南坂本 咲月･榎並 万里 (富三中) 大畑 祐理･磯田 侑日子

9 植田 陽南･佐々木 あんじ (奈学中)

(富三中) 26

8 住田 愛季･呉 彩乃 (ユニーク) 三井 望未･岩佐 理沙 (佐保山･ﾔﾏﾄ) 24

7 宮部奈々･中島 優里 (鹿台中) 八鍬あおい･大坂 遥華 (鹿台中) 23

中根 彩乃･田中 愛梨 (女附中) 21

6 岡本 佳穂･西森 夕花 (女附中) 山本 千愛・裏西 萌々

5 佐藤 美空･池内 美月 (富三中)

(大淀中) 22

4 山口 葵･平田 彩花 (教附中) 東 莉緒・森本 望来 (大淀中) 20

3 奥田 佳蓮･亀谷 優奈 (富三中) 加藤 瑠衣･植田 帆南 (教附中) 19
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