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

中原 青空 ② 村田 真優 ② 北尾 陽奈 ② 広瀬 麻優 ②

田井中　萌菜 ① 板生 彩菜 ② 廣實 寧子 ② 新城 心晴 ①

和田 実莉 ① 村田・板生 竹内　せり ② 保田 梨乃 ② 広瀬・新城 渡部 菜奈子 ②

入口 葵 ① ６１ 小西・西出 伊吹 里咲 ① 西川　佳来 ① ６０ 渡部・江頭 江頭 確 ②

### 中原・田井中 ６２ 小西 小凰 ② ### 北尾・廣實 w.o 我孫子　凛 ①

### 太田・池田 ６１ 西出 明希 ② ### 杉原・萬里小路 ６１ 増田　梨沙 ①

小倉 芽 ① ６２ 村田・板生 宮田 ひかり ① 髙田 娃梨 ② ６０ 広瀬・新城 松田 百叶 ①

中嶌 陽菜 ① 太田・池田 ６０ 治島・谷澤 多田　愛姫 ① 中村 唯珠 ② 杉原・萬里小路 ６１ 杉浦・松本 山本 真由香 ①

太田　奏光 ② ６１ 太田・池田 ６４ 治島 麻友 ② 杉原 あす香 ② w.o 今村・村居 ６２ 杉浦 帆香 ①

池田 結珠 ① ６１ 西山・上垣 谷澤 香那 ② 萬里小路 和奏 ① ６０ 濵﨑・有山 松本 陽葵 ①

寺元 凛 ② ６４ ### 長田 明莉 ② ６１ ###

鎌田 知穂 ② 寺元・鎌田 ### 友岡 樹音 ① 長田・友岡 ###

北村 美怜 ② w.o 寺元・鎌田 西山 ゆき乃 ② 高坂　ほのか ① w.o 今村・村居 濵﨑 藍 ②

西谷 香音 ① w.o 村田・板生 上垣 美涼 ① 稗田　桃子 ① ６０ 広瀬・新城 有山 帆風 ①

島田 結 ② ６２ 糸永　侑空 ① 今村 海友 ② ６１ 吉山 愛華 ②

上田 実弥 ② 中山　美咲 ① 村居 愛華 ② 堺 陽菜 ②

井上 晴賀 ② ### 中村 榎乃 ① ###

小嶋 愛奈 ② 塚本・権 ### 藤森 みく ① 吉山・堺 ###

千代 梨央奈 ① 井上・小嶋 ６０ 塚本　ゆづは ② 金城　遥 ② 中村・藤森 ６２ 辻 優理子 ①

鈴木 杏菜 ① 小倉・内堀 ６２ 塚本・権 権　羽華 ② 要石　愛琳 ② 金城・要石 ６２ 辻・松井 松井 瑞月 ①

小倉 瑞季 ② 63 中原・田井中 安井・萩原 63 伊藤　莉子 ② 畑中 一葵 ① 60 前川・河野 75 石本 美紗姫 ①

内堀　優月 ① 中原・田井中 安田・山中 ６４ 加藤 明奈 ① 松吉 千愛 ① 山下・新崎 広瀬・新城 ６１ 堂本 あすか ②

新藤 愛望 ② 井上・小嶋 ６２ ６２ 飯田　夏菜 ① 山中 まなみ ② 中村・藤森 ６３ ６４ 寺山　瑞穂 ①

萩尾 瑠奈 ① 川崎・久保 ６１ 徳田・野田 佐藤　千愛 ① 井川 七菜子 ② 山中・井川 ６３ 寺山・西村 西村　澪 ①

川崎　美空 ② w.o 安井・萩原 ７５ 徳田 日菜乃 ① 本多　美桜 ① w.o 前川・河野 ６４ 八木 飛鳥 ②

久保　琶音 ② 川崎・久保 ６４ 野田 千裕 ① 川越　優衣 ① 山中・井川 ６３ 森地 眞花 ②

### ７５ 安井 菜々実 ② ### ６０ 前川　由衣 ②

### 萩原 未夢 ① ### 河野　莉歩 ②

新 乃々葉 ② 杉江　心菜 ② 岩本 花梨 ① 井上 美紗 ②

古川 紅羽 ① 家光・千村 西村　優音 ② 片岡 優花 ① 山下・新崎 野平 ゆり ②

村上 晴花 ① ６１ 上野・山下 上野 日椰 ② 小林 瑠奈 ② ６２ 井上・野平 春山 陽菜 ①

日野 美幸 ① ６０ 上野・山下 山下 優 ① 岩本 菜々穂 ② ６４ 北村・安居 近藤 帆夏 ①

### ６０ 山城　加梨奈 ① ### ６１ 北村　夏葵 ②

### 松村・永井 小平田　椛乃 ① ### 小林・岩本 安居　恭花 ②

松村 晃歩 ① ６０ 加藤・南 隅田 ことみ ① 田處 ひより ① ６２ 井上・野平 池田 菜桜 ②

永井 優 ① 松村・永井 ６４ 隅田・藤田 藤田 萌愛 ① 鶴長 愛子 ① 澤田・大谷 ６０ 池田・田中 田中 夕稀 ②

上田 華蓮 ① ７６（４） 家光・千村 ６３ 古部 明日美 ② 澤田 梨花 ① ６３ 山下・新崎 ６２ 岡﨑 妃和 ①

トレド アユミ ① ６２ 加藤・南 吉田 杏樹 ② 大谷 和希 ① ６０ 冨岡・林 田中 叶琉 ①

小寺 絢子 ② 安田・山中 ６０ ### 飛田 日菜里 ② 出路・西村 ６４ ###

疋田 茉也 ② 小寺・疋田 ６０ ### 大内 くるみ ① 大橋・辰巳 ６３ ###

箕浦 圭那 ① ６３ 家光・千村 加藤 優佳 ② 大橋　椛乃 ② ６２ 山下・新崎 冨岡 優衣 ①

末廣 七海 ① ６０ 南 綺夏 ② 辰已　雛子 ② ６１ 林 杏珠 ①

家光 心咲 ① 安田 葵 ② 山下 夕貴 ② 出路 美乃 ②

千村 藍子 ① 山中　真桜 ② 新崎 愛実 ① 西村 有未 ②

６ ４
参加数：76組

１位 　　中原 青空 ５位 　　　北尾 陽奈 ９位 井上 美紗 注意事項
　　田井中 萌菜 　　　廣實 寧子 野平 ゆり ※上位7本に、近畿高等学校テニス大会への出場資格を与える

２位 山下 夕貴 ６位 　　　家光 心咲 １０位 井上 晴賀 ※試合形式：1R～3Rは1セット(促進ルール)、4R～1セット(6-6タイブレーク)
新崎 愛実 　　　千村 藍子 小嶋 愛奈

３位 安田 葵 ７位 　　　村田 真優 １１位 中村 榎乃

山中 真桜 　　　板生 彩菜 藤森 みく

３位 広瀬 麻優 ８位 　　　出路 美乃 １２位 加藤 優佳

新城 心晴 　　　西村 有未 南 綺夏 2022年度 近畿高等学校テニス大会滋賀県予選

栗東 [1] [6] 大津商業

2022年度 近畿高等学校テニス大会滋賀県予選

女子ダブルスA（1～44） 女子ダブルスB（45～88）

SF SF

46 近江 [67] [71] 立命館守山 68

東大津 67

2 守山 [65] [69] 米原 24

23 45 東大津 [3] [7]1

[62] [58] 光泉カトリック 69

4 米原 [33] [37] 玉川

守山北 25 47 BYE3 BYE [64] [60]

[26] 国際情報 71

米原 70

5 国際情報 [32] [28] 彦根工業 27

26 48 彦根工業 [35] [39]

玉川 [17] [21] BYE 28

49 守山 [30]

51 大津 [46] [42] 近江兄弟社 73

72

7 近江兄弟社 [48] [44] 近江兄弟社 29

50 近江兄弟社 [19] [23] BYE6

近江兄弟社 74

9 東大津 [10] [76] BYE 31

30 52 光泉カトリック [14] [55]8 立命館守山 [16] [53] 玉川

75

10 国際情報
A

[12] 大津 32

53 近江 [11] [74] BYE

立命館守山 76

33 55 近江兄弟社

54 国際情報 [14]
B

[10]

６１

山下・新崎

６０
[11] [15] 守山北 77

12 玉川 [73] [77] 光泉カトリック

11 光泉カトリック [9] [13] 米原

57 光泉カトリック [54] [50] 玉川 79

栗東 78

13 米原 [56] [52] 東大津 35

34 56 東大津 [75] [79]

[43] [9] 大津 80

15 近江兄弟社 [24] [15] 米原

近江兄弟社 36 58 BYE14 BYE [41] [12]

60 国際情報 [27] [31] 立命館守山 82

膳所 81

16 立命館守山 [25] [29] 膳所 38

37 59 立命館守山 [22] [13]

[38] [34] 米原 83

18 守山 [57] [61] 立命館守山

光泉カトリック 39 61 BYE17 BYE [40] [36]

[66] 国際情報 85

近江 84

19 守山北 [72] [68] 玉川 41

40 62 玉川 [59] [63]

20 光泉カトリック BYE

63 守山 [70]

BYE 86

21 国際情報 近江兄弟社 43 65 米原 近江兄弟社

42 64 近江兄弟社

優勝 87

22 東大津 [8] [4] 国際情報 44 66栗東
中原 青空

田井中 萌菜
1 膳所 [5] [2] 守山 88

1
中原 青空 山下 夕貴

66膳所栗東A

（大津商業）（国際情報）

(膳所）

(東大津）

（近江）

(近江兄弟社）

B
田井中 萌菜 新崎 愛実

(栗東）

(膳所）

(東大津）

(東大津）

(東大津）

(守山）


