
2022奈良県ジュニアテニス選手権春季大会　U16GD

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
ユニークスタイルＴＡ 平松 知佳 [1]

1 チームＹＡＭＡＴＯ 河野 夕輝 平松 知佳 [1]
  河野 夕輝

2  Bye 1  平松 知佳 [1]
大淀中学校 森 綺羅羽  河野 夕輝

3 大淀中学校 辻ノ内 理紗 森 綺羅羽 6-0
西大和学園 林 知歩 辻ノ内 理紗

4 西大和学園 谷澤 志穂 6-1 平松 知佳 [1]
奈良国際テニスクラブ 山田 唯花  河野 夕輝

5 奈良国際テニスクラブ 石田 茉干 山田 唯花 6-0
アイル.ＴＦＣ 坂口 日彩 石田 茉干  

6 ハードボールテニス 岡田 莉奈 6-2 田中 小葉 [7]
   鈴木 さら

7  Bye 7 田中 小葉 [7] 6-3
まほろばテニススクール 田中 小葉 [7] 鈴木 さら

8 佐保山テニスクラブ 鈴木 さら  定免 あずさ [5]
MSS橿原 上岡 小春 [3]  藤田 萌衣

9 YELL Tennis Academy 岡本 向日葵 上岡 小春 [3] 6-4
  岡本 向日葵  

10  Bye 3  上岡 小春 [3]
鹿ノ台中学校 太田 未優  岡本 向日葵

11 鹿ノ台中学校 脇田 麗奈 澤田 果歩 6-1
奈良学園 澤田 果歩 篠原 凛乃  

12 奈良学園 篠原 凛乃 6-0 定免 あずさ [5]
ダイヤモンドTC学園前 加藤 朱音  藤田 萌衣

13 ダイヤモンドTC学園前 田中 美妃 加藤 朱音 7-6(3)
鹿ノ台中学校 島崎 海里 田中 美妃  

14 鹿ノ台中学校 梶佐古 真緒 6-1 定免 あずさ [5]
   藤田 萌衣

15  Bye 5 定免 あずさ [5] 6-1
ダイヤモンドTC学園前 定免 あずさ [5] 藤田 萌衣  

16 ダイヤモンドTC学園前 藤田 萌衣  坂口 心咲
奈良学園 中村 天美 [6]  川岸 百香

17 奈良学園 長友 咲希 中村 天美 [6] 8-3
  長友 咲希 坂口 心咲  

18  Bye 6  6-0 川岸 百香
TEAM ADVANCE 坂口 心咲   6-2

19 TEAM ADVANCE 川岸 百香  坂口 心咲
鹿ノ台中学校 中畑 花菜  川岸 百香

20 鹿ノ台中学校 山口 結芽  坂口 心咲
奈良学園 山根 あおい  川岸 百香

21 奈良学園 川端 芽衣 山根 あおい 6-1
奈良教育大学附属中学校 井上 咲 川端 芽衣  

22 奈良教育大学附属中学校 岡村 優里奈 6-0 山根 あおい
   川端 芽衣

23  Bye 4 渡邊 栞 [4] 6-3
西口TA 渡邊 栞 [4] 荒井 あずね  

24 西口TA 荒井 あずね  坂口 心咲
奈良学園 坂本 真央 [8]  川岸 百香

25 奈良学園 早坂 美宥 坂本 真央 [8] 7-6(1)
  早坂 美宥  

26  Bye 8  井村 りこ
奈良学園登美ヶ丘中学校 後藤 綾音  浅田 凜苑

27 奈良学園登美ヶ丘中学校 水谷 優花 井村 りこ 6-2
西口TA 井村 りこ 浅田 凜苑  

28 西口TA 浅田 凜苑 6-0 井村 りこ
奈良学園登美ヶ丘中学校 外山 美陽  浅田 凜苑

29 奈良学園登美ヶ丘中学校 玉西 歌輪 北原 和奏 6-3
奈良女子大学附属中等教育 北原 和奏 島田 葵  

30 奈良女子大学附属中等教育 島田 葵 6-4 里路 未來 [2]
   青戸 葵

31  Bye 2 里路 未來 [2] 6-0
ユニークスタイルＴＡ 里路 未來 [2] 青戸 葵  

32 YELL Tennis Academy 青戸 葵  


