
2022奈良県ジュニアテニス選手権春季大会　U14GD

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
LYNX TA 奈良 小坂 莉來 [1]

1 LYNX TA 奈良 藤井 小夏 小坂 莉來 [1]

  藤井 小夏

2  Bye 1  小坂 莉來 [1]

奈良教育大学附属中学校 大石 ひなた  藤井 小夏

3 奈良教育大学附属中学校 髙木 優花 坂齊 実悠 6-0

鹿ノ台中学校 坂齊 実悠 濱崎 璃心  

4 鹿ノ台中学校 濱崎 璃心 6-1 小坂 莉來 [1]

奈良教育大学附属中学校 佐藤 なづほ  藤井 小夏

5 奈良教育大学附属中学校 重松 朋花 山本 結久 [9] 6-3

ダイヤモンドTC学園前 山本 結久 [9] 高木 詩奈  

6 ダイヤモンドTC学園前 高木 詩奈 6-0 中島 樹季 [6]

   堀田 詩織

7  Bye 7 中島 樹季 [6] 6-3

テニスラウンジ奈良 中島 樹季 [6] 堀田 詩織  

8 ハードボールテニス 堀田 詩織  小坂 莉來 [1]

MTP学園前 塩山 明日香 [4]  藤井 小夏

9 MTP学園前 江郷 咲菜 塩山 明日香 [4] 6-0

  江郷 咲菜  

10  Bye 3  塩山 明日香 [4]

ユニークスタイルＴＡ 上田 葉琉  江郷 咲菜

11 西口TA 榊本 爽葵陽 上田 葉琉 6-0

ユニークスタイルＴＡ 至田 琴美 榊本 爽葵陽  

12 ユニークスタイルＴＡ 辻 心美 6-0 福本 乙葉 [8]

YELL Tennis Academy 岡本 柚希  高山 知咲希

13 YELL Tennis Academy 福井 ひより 岡本 柚希 6-4

鹿ノ台中学校 田中 菜々子 福井 ひより  

14 鹿ノ台中学校 野川 日陽里 6-0 福本 乙葉 [8]

   高山 知咲希

15  Bye 5 福本 乙葉 [8] 6-1

O's 福本 乙葉 [8] 高山 知咲希  

16 ユニークスタイルＴＡ 高山 知咲希  奥谷 友結 [2]

学園前インターナショナルTC 太野垣 碧泉 [5]  永澤 亜彩香
17 MTP学園前 森塚 音羽 太野垣 碧泉 [5] 9-8(5)

  森塚 音羽  

18  Bye 6  太野垣 碧泉 [5]

鹿ノ台中学校 津村 凜花  森塚 音羽

19 鹿ノ台中学校 阪本 葵 梅本 里美香 6-1

奈良学園中学校 梅本 里美香 田中 美帆  

20 奈良学園中学校 田中 美帆 6-2 平田 理沙子 [3]

鹿ノ台中学校 中濵 咲良  木村 葉乃音

21 鹿ノ台中学校 郡司 華寧 清家 奈愛 7-6(3)

奈良女子大学附属中等教育 清家 奈愛 高橋 知花  

22 奈良女子大学附属中等教育 高橋 知花 6-0 平田 理沙子 [3]

   木村 葉乃音

23  Bye 4 平田 理沙子 [3] 6-0

佐保山テニスクラブ 平田 理沙子 [3] 木村 葉乃音  

24 佐保山テニスクラブ 木村 葉乃音  奥谷 友結 [2]

ダイヤモンドTC学園前 中野 紗季 [7]  永澤 亜彩香

25 ダイヤモンドTC学園前 長野 陽花 中野 紗季 [7] 6-0

  長野 陽花  

26  Bye 8  中野 紗季 [7]

奈良国際テニスクラブ 住田 空  長野 陽花

27 奈良国際テニスクラブ 猪口 柊子 住田 空 6-1

鹿ノ台中学校 上田 百華 猪口 柊子  

28 鹿ノ台中学校 髙谷 柚月 6-0 奥谷 友結 [2]

奈良女子大学附属中等教育 原 芽生  永澤 亜彩香

29 奈良女子大学附属中等教育 岡本 咲姫 中野 悠奈 6-1

PROGRESS 中野 悠奈 村上 紗英  

30 飛鳥インドア 村上 紗英 6-0 奥谷 友結 [2]

   永澤 亜彩香

31  Bye 2 奥谷 友結 [2] 6-0

O's 奥谷 友結 [2] 永澤 亜彩香  

32 まほろばテニススクール 永澤 亜彩香  

  

 


