
女子シングルス　本戦

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

1 菊地 紗加 ② 岩野 美玖 ② 17

(立命館守山) 菊地 岩野 (栗東)

2 多羅尾 琴乃 ② 60 60 山田 蒼空 ② 18

(栗東) 菊地 岩野 (膳所)

3 衛藤　美咲 ② 62 61 南田　華凜 ② 19

(光泉カトリック) 木戸 清水 (東大津)

4 木戸 彩加 ② 64 60 清水 香帆 ② 20

(守山) 菊地 岩野 (国際情報)

5 北尾 陽奈 ① 60 63 冨田 さや ② 21

(東大津) 北尾 冨田 (栗東)

6 加藤　愛菜 ② 61 62 田中 理子 ② 22

(東大津) 北尾 冨田 (立命館守山)

7 椎野　昊良 ① 62 60 前田　蘭瑠 ② 23

(大津) 野上 村田 (東大津)

8 野上 花歩 ② 64 62 村田 真優 ① 24

(守山) 菊地 岩野 (大津商業)

9 本多 明香里 ② 60 64 村山 真梨 ② 25

(栗東) 本多 村山 (東大津)

10 西居 美優 ② 61 61 藤原 舞南 ② 26

(守山) 出路 村山 (大津)

11 大野 七海 ② 75 61 大岩 詩織 ② 27

(守山) 出路 馬塲 (膳所)

12 出路 美乃 ① 60 61 馬塲 菜摘 ② 28

(守山) 中原 塚原 (立命館守山)

13 伊地智 結菜 ② 64 61 安田 葵 ① 29

(栗東) 李 安田 (国際情報)

14 李 美藍 ② 64 63 山中　真桜 ① 30

(立命館守山) 中原 塚原 (国際情報)

15 山口 菜瑚 ① 61 60 浦川　陽奈 ② 31

(膳所) 中原 塚原 (光泉カトリック)

16 中原 青空 ① 64 60 塚原 彩日 ② 32

(栗東) (立命館守山)

総参加人数：181名

シ ー ド 選 手 1.菊地 紗加(立命館守山) 2.塚原 彩日(立命館守山) 3.岩野 美玖(栗東) 4.中原 青空(栗東)

5.村山 真梨(東大津) 6.野上 花歩(守山) 7.本多 明香里(栗東) 8.村田 真優(大津商業)

####

Direct 冨田 さや(栗東) 馬塲 菜摘(立命館守山) 出路 美乃(守山) 北尾 陽奈(東大津)

Acceptance 伊地智 結菜(栗東) 清水 香帆(国際情報) 安田 葵(国際情報) 李 美藍(立命館守山)

木戸 彩加(守山)

2021年度近畿高等学校テニス大会滋賀県予選会
期日：2021年8月19日～20日　会場：大石緑地スポーツ村テニスコート

※Direct　Acceptanceについて、10～12、14～17はそれぞれ本戦当日に順位抽選を行います。

※15名（ベスト８の8名＋ベスト１６から順位戦により7名選出）に近畿高等学校テニス大会の出場資格を与える。

菊地 紗加

(立命館守山)

6-4

1位 菊地 紗加(立命館守山)

2位 岩野 美玖(栗東)
塚原 彩日(立命館守山)
中原 青空(栗東)

3位

5～8位 村山 真梨(東大津) 9～12位 本多 明香里(栗東) 13,14位 李 美藍(立命館守山)
冨田 さや(栗東) 野上 花歩(守山) 安田 葵(国際情報)
出路 美乃(守山) 馬塲 菜摘(立命館守山) 15位 村田 真優(大津商業)
北尾 陽奈(東大津) 清水 香帆(国際情報)



・シングルスベスト16の8名から7名を選考する。

・以下の選手に近畿高校テニス大会（9月）への出場権を与える。

①　順位戦＜あ＞の勝者4名・・・（ABCDの勝者）

②　順位戦＜い＞の勝者2名・・・（EFの勝者）

③　順位戦＜う＞の勝者1名・・・（Gの勝者）

*1セット（6-6タイブレーク）*ユーズドボールを使用。

本戦

ドロー

野上

64

敗者は順位戦＜い＞へ

本多

63

敗者は順位戦＜い＞へ

清水

60

敗者は順位戦＜い＞へ

馬場

60

敗者は順位戦＜い＞へ

本戦

ドロー

李

63

敗者は順位戦＜う＞へ

安田

61

敗者は順位戦＜う＞へ

村田

62

安田 葵(国際情報)

【順位戦＜う＞(15・16位決定戦）】

順位戦 E(9vs.10)の敗者 13 4 木戸 彩加(守山)

G
順位戦 F(11vs.12)の敗者 14 24 村田 真優(大津商業)

村田 真優(大津商業)

24

29

F

シングルス順位戦

24

28

29

4

野上 花歩(守山)

本戦2R 9~12の敗者 3 本多 明香里(栗東)

清水 香帆(国際情報)

本戦2R 13~16の敗者 4 李 美藍(立命館守山)

4

8

9

14

20

令和3年度　近畿高校テニス大会　滋賀県予選会

清水 香帆(国際情報)

馬塲 菜摘(立命館守山)

野上 花歩(守山)

本多 明香里(栗東)

A

B

C

本戦2R 1~4の敗者 1 木戸 彩加(守山)

本戦2R 5~8の敗者

D

2

本戦2R 17~20の敗者 5

本戦2R 29~32の敗者 8 安田 葵(国際情報)

本戦2R 25~28の敗者 7 馬塲 菜摘(立命館守山)

本戦2R 21~24の敗者 6 村田 真優(大津商業)

14

順位戦 C(5vs.6)の敗者 11 村田 真優(大津商業)

順位戦 D(7vs.8)の敗者 12 安田 葵(国際情報)

9 木戸 彩加(守山)

【順位戦＜い＞(13・14位決定戦）】

順位戦 B(3vs.4)の敗者 10 李 美藍(立命館守山)

李 美藍(立命館守山)E

【順位戦＜あ＞（９～12位決定戦）】

順位戦 A(1vs.2)の敗者


