
2016年　奈良県ジュニアテニス選手権　春季大会

16歳以下女子ダブルス （2016.3.4修正）
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横井 坂江

河原 60 62 長塚

對馬 田中

63 60
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31

11

長塚 ななみ・田中 沙織 (奈学中) 26

江久保 梨乃・東村 美咲 (富三中) 31

山根 未来・森明 美羽 (TS・ﾕﾆｰｸ)

江久保 梨乃・東村 美咲 (富三中)

20 岡井 志織・駒田 温子 (TGK)

21 小松 珠莉・坂江 美空 (ﾙｰｾﾝﾄ)

10

11

安田 裕香・永山 心萌 (奈学中)

山根 未来・森明 美羽 (TS・ﾕﾆｰｸ)

20 岡井 志織・駒田 温子 (TGK) 藤田 結衣・山村 詩織 (奈学中) 40

19 吉田 美優・池田 真央 (大淀中) 山本 歩那・藤田 悠嘉 (大淀中) 39

三原 菜月・大川 香奈 (教附中) 37

18 田中 陽菜・吉田 有友菜 (鹿台中) 中川 智晶・後藤 碧

17 山口　 莉生・舛重 由亜 (上牧中)

(鹿台中) 38

16 杉本 亜矢・山本 多恵 (育西中) 辻井 響・室 陽奈子 (女附中) 36

15 津田 恵里・小野田 和佳 (富三中) 山中 　日菜子・兼本　奈歩 (鹿台中) 35

吉田 奈央・西田 遥香 (女附中) 33

14 宮永 怜奈・小路 百香 (教附中) 大石　 唯香・末岡 栞

13 仲野 瑠花・武藤 麗 (女附中)

(上牧中) 34

12 松前 百音・熊川 萌絵 (鹿台中) 小林 美佳・山口 日菜子 (大淀中) 32

11 山根 未来・森明 美羽 (TS・ﾕﾆｰｸ) 江久保 梨乃・東村 美咲 (富三中) 31

榮山 実生・今西 七海 (大淀中) 29

10 安田 裕香・永山 心萌 (奈学中) 福居 詩織・橋詰 涼香

9 古川璃奈・上岡美生 (教附中)

(佐保山) 30

8 畑 らな・吉中 恋音 (上牧中) 守屋　 春・弓渓 明日香 (上牧・香芝) 28

7 河原 瑞穂・對馬 凪紗 (女附中) 蔵田 あおい・木下 瑞貴 (鹿台中) 27

田中 薫・安若 菜々恵 (女附中) 25

6 藤田 萌香・田中 智加 (富三中) 長塚 ななみ・田中 沙織

5 恒吉 優里奈・延原 令奈 (奈学中)

(奈学中) 26

4 大西 こころ・浅見 結子 (鹿台中) 玉置 なつ・富浦 果穂 (教附中) 24
83

中村・横井

3 藤原 万梨亜・梅田 沙希 (教附中) 安達 加奈子・扇原 日菜 (鹿台中) 23

小松 珠莉・坂江 美空 (ﾙｰｾﾝﾄ) 21

2 中垣内 未来・石田 裕愛 (大淀中) 吉川　 光咲・織田 京子

1 中村 天音・横井 優 (ダイヤ)

(上牧中) 22


