
2022奈良県ジュニアテニス選手権春季大会  U14GS

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

1 LYNX TA 奈良 小坂 莉來 [1]  

  小坂 莉來 [1]

2  Bye 1   

   小坂 莉來 [1]

3 奈良教育大学附属中学校 佐藤 なづほ  6-0

  吉田 梨乃  

4 富雄第三中学校 吉田 梨乃 6-0  

   小坂 莉來 [1]

5 ハードボールテニス 光武 和奏  6-0

  中島 樹季  

6 テニスラウンジ奈良 中島 樹季 6-1  

   江郷 咲菜 [14]

7 鹿ノ台中学校 濱崎 璃心  6-2

  江郷 咲菜 [14]  

8 MTP学園前 江郷 咲菜 [14] 6-0  

   小坂 莉來 [1]

9 YELL Tennis Academy 岡本 柚希 [12]  6-0

  岡本 柚希 [12]  

10 鹿ノ台中学校 坂齊 実悠 6-0  

   岡本 柚希 [12]

11 富雄第三中学校 山田 優香  6-0

  村上 紗英  

12 飛鳥インドア 村上 紗英 6-0  

   長野 陽花 [5]

13 YELL Tennis Academy 長居 優奈  6-1

  長居 優奈  

14 PROGRESS 中野 悠奈 6-0  

   長野 陽花 [5]

15  Bye 7  6-0

  長野 陽花 [5]  

16 ダイヤモンドTC学園前 長野 陽花 [5]   

   小坂 莉來 [1]

17 O's 奥谷 友結 [4]  6-4

  奥谷 友結 [4]  

18  Bye 3   

   奥谷 友結 [4]

19 鹿ノ台中学校 野川 日陽里  6-0

  田中 美帆  

20 奈良学園中学校 田中 美帆 6-1  

   奥谷 友結 [4]

21 富雄第三中学校 金城 玲奈  6-0

  濱崎 愛良  

22 YELL Tennis Academy 濱崎 愛良 6-1  

   上田 葉琉 [16]

23 奈良学園中学校 梅本 里美香  6-2

  上田 葉琉 [16]  

24 ユニークスタイルＴＡ 上田 葉琉 [16] 6-1  

   奥谷 友結 [4]

25 佐保山テニスクラブ 平田 理沙子 [9]  6-0

  平田 理沙子 [9]  

26 富雄第三中学校 前田 夏香 6-0  

   平田 理沙子 [9]

27 上牧中学校 辻 まり子  6-1

  辻 まり子  

28 ユニークスタイルＴＡ 辻 心美 w.o.  

   平田 理沙子 [9]

29 奈良教育大学附属中学校 山崎 七海  6-4

  岡本 咲姫  

30 奈良女子大学附属中等教育 岡本 咲姫 6-0  

   高山 知咲希 [8]

31 富雄第三中学校 濱田 紗葉  6-0

  高山 知咲希 [8]  

32 ユニークスタイルＴＡ 高山 知咲希 [8] 6-0  

   小坂 莉來 [1]

33 O's 福本 乙葉 [7]  8-4

  福本 乙葉 [7]  

34 奈良国際テニスクラブ 猪口 柊子 6-0  

   福本 乙葉 [7]

35 富雄第三中学校 中尾 美優  6-0

  清家 奈愛  

36 奈良女子大学附属中等教育 清家 奈愛 6-0  

   福本 乙葉 [7]

37 鹿ノ台中学校 阪本 葵  6-0

  阪本 葵  

38 ユニークスタイルＴＡ 粟井 美宇 6-1  

   塩山 明日香 [10]

39 奈良教育大学附属中学校 大石 ひなた  6-0

  塩山 明日香 [10]  

40 MTP学園前 塩山 明日香 [10] 6-0  

   藤井 小夏 [3]

41 ハードボールテニス 堀田 詩織 [15]  6-0

  堀田 詩織 [15]  

42 ダイヤモンドTC学園前 高木 詩奈 6-2  

   堀田 詩織 [15]

43 鹿ノ台中学校 津村 凜花  6-0

  桝谷 心結  

44 まほろばテニススクール 桝谷 心結 6-1  

   藤井 小夏 [3]

45 鹿ノ台中学校 上田 百華  6-1

  住田 空  

46 奈良国際テニスクラブ 住田 空 6-0  

   藤井 小夏 [3]

47  Bye 4  6-0

  藤井 小夏 [3]  

48 LYNX TA 奈良 藤井 小夏 [3]   

   藤井 小夏 [3]

49 佐保山テニスクラブ 木村 葉乃音 [6]  6-2

  木村 葉乃音 [6]  

50  Bye 8   

   木村 葉乃音 [6]

51 ユニークスタイルＴＡ 下村 優奈  6-0

  榊本 爽葵陽  

52 西口TA 榊本 爽葵陽 6-1  

   森塚 音羽 [11]

53 ダイヤモンドTC学園前 中野 紗季  7-6(6)

  中野 紗季  

54 鹿ノ台中学校 田中 菜々子 6-0  

   森塚 音羽 [11]

55 鹿ノ台中学校 郡司 華寧  6-3

  森塚 音羽 [11]  

56 MTP学園前 森塚 音羽 [11] 6-0  

   永澤 亜彩香 [2]

57 学園前インターナショナルTC 太野垣 碧泉 [13]  6-0

  太野垣 碧泉 [13]  

58 奈良女子大学附属中等教育 原 芽生 6-0  

   太野垣 碧泉 [13]

59 O's 下間 美月  7-5

  福井 ひより  

60 YELL Tennis Academy 福井 ひより 7-5  

   永澤 亜彩香 [2]

61 ダイヤモンドTC学園前 山本 結久  6-0

  山本 結久  

62 鹿ノ台中学校 中濵 咲良 6-0  

   永澤 亜彩香 [2]

63  Bye 2  6-0

  永澤 亜彩香 [2]  

64 まほろばテニススクール 永澤 亜彩香 [2]  



2022　奈良県ジュニアテニス選手権春季大会　U14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

61

62

9～16位決定戦

62

60

60

60

62

63

63

62 63

62

11位決定戦

15位決定戦

永澤　亜彩香 6-2 奥谷　友結 ③ 永澤　亜彩香 まほろばTS

LYNX TA 奈良優勝　小坂　莉來 8-4 藤井　小夏 ① 小坂　莉來

④ 奥谷　友結 O's

長野　陽花 ⑤ 福本　乙葉 O's

② 藤井　小夏 LYNX TA 奈良

森塚　音羽 ⑧ 平田　理沙子 佐保山TC

⑨ 岡本　柚希 YELL　TA

平田　理沙子 ⑥ 長野　陽花 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前

福本　乙葉 ⑦ 森塚　音羽 MTP学園前ﾛｲﾔﾙ

MTP学園前ﾛｲﾔﾙ

江郷　咲菜 ⑩ 太野垣　碧泉 学園前ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

岡本　柚希 ⑪ 高山　知咲希 ﾕﾆｰｸｽｲﾙTA

上田　葉琉

佐保山TC

堀田　詩織 ⑮ 堀田　詩織 ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾙﾃﾆｽ

塩山　明日香 ⑭

ﾕﾆｰｸｽｲﾙTA

太野垣　碧泉

堀田　詩織 6-3 上田　葉琉

高山　知咲希 6-2 塩山　明日香

木村　葉乃音 ⑯

木村　葉乃音

上田　葉琉 ⑫ 塩山　明日香 MTP学園前ﾛｲﾔﾙ

高山　知咲希 ⑬ 江郷　咲菜
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