
2022奈良県ジュニアテニス選手権春季大会 U12GS

所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
  

1 YELL Tennis Academy 大河 心春 [1]  

  大河 心春 [1]

2  Bye 1   

   大河 心春 [1]

3 香芝インドアテニスクラブ 南 菜月  6-0

  中地 恵都  

4 テニスラウンジ奈良 中地 恵都 6-4  

   大河 心春 [1]

5  Bye 17  6-1

  中野 心晴 [18]  

6 奈良国際テニスクラブ 中野 心晴 [18]   

   中野 心晴 [18]

7  Bye 15  6-1

  中野 ひかり [16]  

8 YELL Tennis Academy 中野 ひかり [16]   

   大河 心春 [1]

9 ダイヤモンドTC学園前 加島 優蘭 [12]  6-1

  加島 優蘭 [12]  

10  Bye 9   

   加島 優蘭 [12]

11 アイル.ＴＦＣ 坂口 遥音  6-2

  浦田 夏帆  

12 ＭＳＳ橿原 浦田 夏帆 6-0  

   藤井 春歌 [7]

13 PROGRESS 日根野 桜乃  7-5

  楠田 樹莉  

14 ユニークスタイルＴＡ 楠田 樹莉 6-2  

   藤井 春歌 [7]

15  Bye 7  6-0

  藤井 春歌 [7]  

16 TN-21 藤井 春歌 [7]   

   大河 心春 [1]

17 奈良国際テニスクラブ 有山 依恋 [3]  6-3

  有山 依恋 [3]  

18  Bye 3   

   有山 依恋 [3]

19 O's 八百本 葵  6-0

  八百本 葵  

20 アイル.ＴＦＣ 小川 花歩 6-0  

   有山 依恋 [3]

21 アイル.ＴＦＣ 原 実優  6-0

  保科 桃果  

22 YELL Tennis Academy 保科 桃果 6-1  

   住友 月 [14]

23  Bye 13  6-0

  住友 月 [14]  

24 奈良国際テニスクラブ 住友 月 [14]   

   有山 依恋 [3]

25 ダイヤモンドTC学園前 中尾 華菜 [9]  6-2

  中尾 華菜 [9]  

26  Bye 11   

   中尾 華菜 [9]

27 ユニークスタイルＴＡ 山下 丹那  6-4

  図子 藍  

28 ダイヤモンドTC学園前 図子 藍 6-0  

   澤 ひより [8]

29 MTP学園前 阿部 愛莉  6-0

  阿部 愛莉  

30 O's 硯 琴菜 w.o.  

   澤 ひより [8]

31  Bye 5  6-0

  澤 ひより [8]  

32 奈良国際テニスクラブ 澤 ひより [8]   

   大河 心春 [1]

33 西口TA 廣田 菜々子 [5]  8-4

  廣田 菜々子 [5]  

34  Bye 6   

   廣田 菜々子 [5]

35 西口TA 津村 優花  6-1

  津村 優花  

36 YELL Tennis Academy 中村 瑠奈 6-4  

   廣田 菜々子 [5]

37 ダイヤモンドTC学園前 生嶋 花音  6-2

  山野 楓花  

38 奈良国際テニスクラブ 山野 楓花 6-4  

   山野 楓花

39  Bye 12  6-4

  伊藤 更紗 [10]  

40 西口TA 伊藤 更紗 [10]   

   前山 瑞希 [4]

41 チームＹＡＭＡＴＯ 木村 瑠那 [13]  6-1

  木村 瑠那 [13]  

42  Bye 14   

   木村 瑠那 [13]

43 アイル.ＴＦＣ 東雲 結花  6-2

  荒井 ななね  

44 西口TA 荒井 ななね 6-2  

   前山 瑞希 [4]

45 アイル.ＴＦＣ 井藤 なな  6-0

  井藤 なな  

46 YELL Tennis Academy 大向 彩希 w.o.  

   前山 瑞希 [4]

47  Bye 4  6-0

  前山 瑞希 [4]  

48 O's 前山 瑞希 [4]   

   板井 杏奈 [2]

49 ダイヤモンドTC学園前 加藤 芽衣 [6]  6-3

  加藤 芽衣 [6]  

50  Bye 8   

   加藤 芽衣 [6]

51 ダイヤモンドTC学園前 荒木 七海  6-0

  荒木 七海  

52 テニスラウンジ奈良 奥村 紗來 6-0  

   加藤 芽衣 [6]

53 ユニークスタイルＴＡ 三宅 香穂  6-2

  横田 ひまり  

54 テニスラウンジ奈良 横田 ひまり 6-1  

   坂本 愛実 [11]

55  Bye 10  6-0

  坂本 愛実 [11]  

56 ダイヤモンドTC学園前 坂本 愛実 [11]   

   板井 杏奈 [2]

57 ユニークスタイルＴＡ 牧野 帆花 [15]  6-4

  牧野 帆花 [15]  

58  Bye 16   

   牧野 帆花 [15]

59 西口TA 中村 雅 [17]  6-0

  中村 雅 [17]  

60  Bye 18   

   板井 杏奈 [2]

61 ユニークスタイルＴＡ 上田 珠青  6-2

  濱崎 愛良  

62 YELL Tennis Academy 濱崎 愛良 6-3  

   板井 杏奈 [2]

63  Bye 2  6-0

  板井 杏奈 [2]  

64 O's 板井 杏奈 [2]  



2022　奈良県ジュニアテニス選手権春季大会　U12女子シングルス順位戦結果

決勝 最終順位

3位決定戦

5～8位決定戦

64

76(6）

64

62

9～16位決定戦

60

76(7） 64

60

62 62

63

62 62

64

11位決定戦

15位決定戦

YELL　TA優勝　大河　心春 8-4 板井　杏菜 ① 大河　心春

② 板井　杏菜 O's

有山　依恋 6-2 前山　瑞希 ③ 有山　依恋 奈良国際TC

④ 前山　瑞希 O's

藤井　春歌 ⑤ 藤井　春歌 TN-21

澤　ひより ⑥ 廣田　菜々子 西口TA

廣田　菜々子 ⑦ 澤　ひより 奈良国際TC

加藤　芽衣 ⑧ 加藤　芽衣 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前

⑨ 坂本　愛実 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前

中野　心晴 ⑩ 住友　月 奈良国際TC

加島　優蘭 ⑪ 加島　優蘭 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前

住友　月 ⑫ 木村　瑠那 ﾁｰﾑYAMATO

中尾　華菜 ⑬ 牧野　帆花 ﾕﾆｰｸｽｲﾙTA

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前

木村　瑠那 ⑮ 中野　心晴 奈良国際TC

山野　楓花 ⑭ 中尾　華菜

山野　楓花 奈良国際TC

牧野　帆花

中野　心晴 6-2 山野　楓花

加島　優蘭 6-3 木村　瑠那

坂本　愛実 ⑯
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