
令和3年度　滋賀県ウィンターダブルステニス選手権大会　17歳以下の部

期日：2021年12月24日、25日
会場：大石緑地スポーツ村テニスコート

1R 2R 3R 4R 5R 5R 4R 3R 2R 1R 1R 2R 3R 4R 5R 5R 4R 3R 2R 1R

岩野 美玖 ② 本多 明香里 ② 野上 花歩 ② 馬塲　菜摘 ②

中原 青空 ① 冨田 さや ② 出路 美乃 ① 李　美藍 ②

藤原 舞南 ② 本多・冨田 吉岡 せり ② 髙田 娃梨 ① 馬塲・李 増田 妃杏 ②

椎野　昊良 ① 60 吉岡・一圓 一圓 彩乃 ② 治島 麻友 ① 60 広瀬・廣實 岡本 智紘 ②

#N/A 岩野・中原 61 梅原　悠花 ② #N/A 野上・出路 76(6) 広瀬 麻優 ①

#N/A 藤原・椎野 81 西田　ひより ② #N/A 岡野・保田 85 廣實 寧子 ①

松原　美羽 ① 60 本多・冨田 増本　梨沙 ② 岡野 美優 ② 61 馬塲・李 竹内　せり ①

小林 瑠奈 ① 松原・小林 60 山中・中井 小倉 瑞季 ① 保田 梨乃 ① 岡野・保田 60 浦川・衛藤 宮元　陽菜 ①

高原 凪沙 ② 62 藤原・椎野 60 山中　真桜 ① 佐野 莉緒 ② 62 清水・安田 60 浦川　陽奈 ②

長田 明莉 ① 62 山中・中井 中井 美緒 ② 飛田 日菜里 ① 浦川・衛藤 衛藤　美咲 ②

伊藤　莉子 ① 61 井上 美紗 ① 木下 和奏 ② 62 寺元 凛 ①

川崎　美空 ① 江頭・渡部 井上・野平 野平 ゆり ① 今西 咲来 ② 木下・今西 濵﨑・新 鎌田 知穂 ①

江頭　確 ① 63 南田・小谷 62 井上 晴賀 ① 井上　桃花 ① 60 清水・安田 W.O 濵﨑 藍 ①

渡部　菜奈子 ① 60 本多・冨田 小嶋 愛奈 ① 塚本　ゆづは ① 60 馬塲・李 新 乃々葉 ①

南田　華凜 ② 82 青木 里菜 ② 清水 香帆 ② 81 今村 海友 ①

小谷　日真莉 ② 青木・出口 出口 真緒 ② 安田 葵 ① 木藤・鵜飼 村居 愛華 ①

大田 有佳里 ② 滋賀四ノ宮TC 60 内林　みお ① 前田　蘭瑠 ② 61 木藤 彩里 ②

上田 実弥 ① 立命館守山 青木・出口 権　羽華 ① 加藤　愛菜 ② 木藤・鵜飼 鵜飼 芹奈 ②

小野　愛莉 ② 大田・上田 62 西井  華乃 ② 北村 美怜 ① 前田・加藤 62 古部 明日美 ①

大橋　椛乃 ① 髙橋・中島 61 瀧本・辻 新藤 愛望 ① 西山 ゆき乃 ① 北村・西山 60 杉江・西村 吉田 杏樹 ①

髙橋 りのん ② 64 山田・大岩 60 瀧本　心優 ② 金城　遥 ① 64 多羅尾・林 62 杉江　心菜 ①

中島 心美 ② 岩野・中原 本多・冨田 64 辻󠄀 四葉 ② 太田　奏光 ① 野上・出路 菊地・塚原 62 西村　優音 ①

増岡 蒼空 ② 金城・西村 80 84 山中 まなみ ① 西村 有未 ① 前田・加藤 98(3) 81 富田　愛音 ②

河野　莉歩 ① 金城・西村 60 村田・青木 井川 七菜子 ① 杉原 あす香 ① 西村・杉原 60 多羅尾・林 濱口　柚颯 ②

金城 茉紘 ② 64 山田・大岩 60 村田 優香 ② 高橋　遙 ② 64 多羅尾・林 62 多羅尾 琴乃 ②

西村 綾華 ② 金城・西村 60 青木 萌 ② 北村　夏葵 ① 友久・林寺 62 林 結衣 ②

久保 このみ ② 64 山田 蒼空 ② 甲斐 未來 ② 60 北岸 亜依 ②

岩口 由季菜 ② 久保・岩口 大岩 詩織 ② 山田 結子 ② 友久・林寺 安井 菜々実 ①

岩本 菜々穂 ① 62 平井　のん ② 友久　愛 ② 61 伊地智 結菜 ②

要石　愛琳 ① 村田・板生 西村　心愛 ② 林寺　風香 ② 村山・北尾 宮原 花奈 ②

寺田　芽惟 ② 80 石川・前川 石川 希美 ② 大野 七海 ② 84 伊地智・宮原 中島 江梨 ② 国際情報

辰已　雛子 ① 寺田・辰已 64 石川・前川 前川　由衣 ① 堀内 紗良 ② 大野・堀内 62 中島・近藤 近藤　来海 ② 栗東

太田 行美 ② 60 60 西田　蒼彩 ② 堀池　美湖 ② 60 63 松田 夕芽 ②

岡崎 真心 ① 寺田・辰已 藤田　怜奈 ② 多賀　友波 ② 大野・堀内 竹内 真里愛 ②

島田　結 ① 64 石川・前川 南 綺夏 ① 堺 陽菜 ① 60 伊地智・宮原 東農 怜奈 ②

前田　美悠那 ① 島田・前田 61 南・加藤 加藤 優佳 ① 吉山 愛華 ① 八木・森地 61 東農・上野 上野 日椰 ①

瀬古 海璃 ① 61 村田・板生 60 池田 菜桜 ① 八木 飛鳥 ① 76(6) 村山・北尾 61 小寺 絢子 ①

東　咲希 ① 61 奧村・白石 田中 夕稀 ① 森地 眞花 ① 61 東農・上野 疋田 茉也 ①

村田 真優 ① 山口・山下 63 田嶋　音南 ② 菊地・塚原 61 #N/A

板生 彩菜 ① 村田・板生 80 服部　蒼弥 ① 田嶋・服部 80 #N/A

和泉 美奈子 ② 61 村田・板生 奧村 汐莉亜 ② 久保　琶音 ① 64 村山・北尾 山城 ひかり ②

丸山　詩 ② 64 白石 羽夏 ② 安居　恭花 ① 60 川端 一花 ②

木戸 彩加 ② 山口 菜瑚 ① 村山　真梨 ② 菊地 紗加 ② 立命館守山

西居 美優 ② 山下 夕貴 ① 北尾 陽奈 ① 塚原 彩日 ② 滋賀四ノ宮TC

参加数：84組
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注意事項

※試合形式：1R～3Rは1セットマッチ、4R～ ８ゲームプロセット(8-8タイブレーク)
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Seeded Players

1 岩野 美玖(栗東) 2 菊地 紗加(立命館守山) 3 山口 菜瑚(膳所) 4 野上 花歩(守山)
中原 青空 塚原 彩日(滋賀四ノ宮TC) 山下 夕貴 出路 美乃

5 本多 明香里(栗東) 6 馬塲　菜摘(立命館守山) 7 村山　真梨(東大津) 8 木戸 彩加(守山)
冨田 さや 李　美藍 北尾 陽奈 西居 美優

9 清水 香帆(国際情報) 10 山田 蒼空(膳所) 11 平井　のん(東大津) 12 南田　華凜(東大津)
安田 葵 大岩 詩織 西村　心愛 小谷　日真莉

13 伊地智 結菜(栗東) 14 前田　蘭瑠(東大津) 15 北岸 亜依(近江兄弟社) 16 大田 有佳里(滋賀四ノ宮TC)
宮原 花奈 加藤　愛菜 安井 菜々実 上田 実弥(立命館守山)


