
2020奈良県ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権秋季大会
  

U13女子シングルス

3 原田 実玲 (奈良学園)

4 梶本 有紗 (香芝インドアテニスクラブ)

[1] 1 小坂 莉來 (O's)

2 下林 柚希 (ユニークスタイルＴＡ)

7 井上 咲 (奈良教育大学附属中学校)

8 BYE

5 BYE

6 坂口 日彩 (アイル.ＴＦＣ)

11 BYE

[14] 12 上田 葉琉 (ユニークスタイルＴＡ)

9 萩永 愛深 (富雄第三中学校)

10 梅本 愛菜 (吉野ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ)

15 上田 純蓮 (ユニークスタイルＴＡ)

16 島田 葵 (奈良女子大学附属中学校)

[11] 13 荒井 あずね (奈良女子大学附属中学校)

14 村上 紗英 (飛鳥インドアテニスクラブ)

19 坂本 真央 (奈良学園)

20 BYE

17 BYE

18 太田 未優 (鹿ノ台中学校)

23 原子 四葉 (上牧中学校)

[8] 24 坂口 心咲 (Wacc奈良)

21 辻ノ内 理紗 (吉野ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ)

22 外山 美陽 (奈良学園登美ヶ丘中学校)

27 馬場 梨緒 (ﾁｰﾑYAMATO)

28 高山 知咲希 (ユニークスタイルＴＡ)

[3] 25 浅田 凜苑 (奈良テニスクラブ)

26 阪口 彩香 (テニスガーデン広陵)

31 荒堀 円花 (奈良女子大学附属中学校)

32 BYE

29 BYE

30 山根 あおい (奈良学園)

35 岡本 柚希 (YELL Tennis Academy)

[16] 36 木村 葉乃音 (佐保山テニスクラブ)

33 中畑 花菜 (鹿ノ台中学校)

34 堀田 詩織 (ハードボールテニス)

39 藤田 萌衣 (ダイヤモンドTC学園前)

40 宿里 香織 (吉野ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ)

[10] 37 定免 あずさ (ダイヤモンドTC学園前)

38 遠藤 陽誉里 (TEAM ADVANCE)

43 早坂 美宥 (奈良学園)

44 BYE

41 BYE

42 南 沙紀 (飛鳥インドアテニスクラブ)

47 岡村 優里奈 (奈良教育大学附属中学校)

[7] 48 岡田 莉奈 (ハードボールテニス)

45 玉川 星奈 (鹿ノ台中学校)

46 小林 明日香 (TS奈良)

51 (ユニークスタイルＴＡ)野村 美来

52 (TS奈良)白米山 瑠花

[6] 49 (まほろばテニススクール)永澤 亜彩香

50 (奈良学園)長友 咲希

55 (奈良学園登美ヶ丘中学校)田中 美妃

56 BYE

53 BYE

54 (鹿ノ台中学校)山口 結芽

59 (上牧中学校)根〆 麻緒

[9] 60 (ルーセントテニスクラブ奈良)太野垣 碧泉

57 (富雄第三中学校)由良 有佳梨

58 (吉野ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ)田中 千遥

63 (富雄第三中学校)幸 愛夏

64 (奈良教育大学附属中学校)佐藤 なづほ

[15] 61 (奈良テニスクラブ)井村 りこ

62 (ダイヤモンドTC学園前)加藤 朱音

67 (YELL Tennis Academy)西川 茉彩

68 BYE

65 BYE

66 (TS奈良)中島 樹季

71 (飛鳥インドアテニスクラブ)森 綺羅羽

[4] 72 (奈良国際テニスクラブ)藤井 小夏

69 (奈良学園)澤田 果歩

70 (吉野ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ)三砂 穂花

75 (ルーセントテニスクラブ奈良)下野 恵美理

76 (奈良学園)中村 天美

[5] 73 (O's)奥谷 友結

74 (富雄第三中学校)松村 日菜

79 (奈良教育大学附属中学校)重松 朋花

80 BYE

77 BYE

78 (吉野ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ)梅本 夢菜

83 (奈良学園登美ヶ丘中学校)山﨑 くるみ

[12] 84 (奈良学園登美ヶ丘中学校)石田 茉干

81 (鹿ノ台中学校)脇田 麗奈

82 (YELL Tennis Academy)長居 優奈

87 (奈良学園)川端 芽衣

88 (ユニークスタイルＴＡ)下村 優奈

[13] 85 (富雄第三中学校)吉田 梨乃

86 BYE

91 (奈良国際テニスクラブ)山田 唯花

92 BYE

89 BYE

90 (TS奈良)津村 凛花

95 (佐保山テニスクラブ)平田 理沙子

[2] 96 (MSS橿原)鈴木 さら

93 (奈良女子大学附属中学校)北原 和奏

94 (鹿ノ台中学校)山下 紗矢


