
第39回　滋賀県ジュニアテニス選手権大会（平成26年度関西ジュニアテニス選手権大会滋賀県予選）
１８才以下女子シングルス　本戦

東 美穂 1R 2R 3R 4R        5R         4R 3R 2R 1R 和田 桜

(栗東高) 東 和田 (栗東高)

角田 紗希 8-0 　　　ｱｽﾞﾏ　ﾐﾉﾘ 8-1 宮城 真穂
(国際情報高) 東 1 東 美穂 和田 (国際情報高)

小野 亜佑美 8-0 (栗東高) 8-0 松田 みなみ
(守山高) 紀戸 8-1 永井 (東大津高)

紀戸 沙也果 9-8(2) 8-4 永井 南々子
(立命館守山高) 東 和田 (立命館守山高)

樋上 文香 8-0 8-1 北澤 優希
(栗東高) 樋上 徳永 (近江兄弟社高)

岩野 和香 8-1 8-5 徳永 節子
(東大津高) 吉村 北村 (東大津高)

中尾 沙希 8-1 8-1 小幡 泰花
(栗東高) 吉村 北村 (膳所高)

吉村 優花 8-3 8-1 北村 美紗季
(東大津高) 東 和田 (立命館守山高)

黒川 彩子 8-5 8-5 池田 瑛里加
(栗東高) 黒川 池田 (栗東高)

草津 実里 8-1 8-0 千村 真菜
(大津高) 黒川 池田 (大津高)

池本 奈津希 8-1 8-4 村地 美憂
(東大津高) 矢部 小川 (国際情報高)

矢部 真彩 8-1 8-0 小川 莉紗
(守山高) 黒川 深尾 (近江兄弟社高)

阪田 真央 8-2 8-1 上野 沙彩
(立命館守山高) 阪田 上野 (守山高)

長澤 里奈 8-3 8-1 中嶋 美和
(守山高) 阪田 深尾 (栗東高)

安藤 佑衣 8-4 8-1 福井 愛加
(国際情報高) 高橋 深尾 (守山高)

高橋 宥衣 9-8(1) 8-2 深尾 杏莉
(守山高) (立命館守山高)

シード選手 1.東 美穂(栗東高) 4.黒川 彩子(栗東高)

5.和田 桜(栗東高) 7.池田 瑛里加(栗東高) 8.吉村 優花(東大津高)

#N/A #N/A

#N/A

５～８位戦 (3Rの敗者）            順　   位
吉村 優花 ３位決定戦 (4Rの敗者） 1 １位

(東大津高) 1R1 阪田 17 ２位

阪田 真央 6-4 深尾 32 ３位

(立命館守山高) 2R 北村 6-3 9 ４位

北村 美紗季 6-0 24 ５位

(立命館守山高) 1R2 北村 13 ６位

池田 瑛里加 6-3 25 ７位

(栗東高) 8 ８位
７～８位戦 （５～８位戦1Rの敗者）

吉村 優花
(東大津高) 池田

池田 瑛里加 6-4
(栗東高) 期日：2014/3/28
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6.高橋 宥衣(守山高)
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3.北村 美紗季(立命館守山高)
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(立命館守山高)

阪田 真央(立命館守山高)

北村 美紗季(立命館守山高)

和田 桜(栗東高)

深尾 杏莉(立命館守山高)

黒川 彩子(栗東高)
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黒川 彩子
(栗東高)

深尾 杏莉
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2.深尾 杏莉(立命館守山高)

9.阪田 真央(立命館守山高)

池田 瑛里加(栗東高)

吉村 優花(東大津高)

東 美穂(栗東高)

 会場：彦根総合運動場



順位戦（９～１０位）

１～４の２Ｒ 紀戸 沙也果 1R 2R 3R
敗者 (立命館守山高) 敗者は１3～１6位戦へ 樋上

５～８の２Ｒ 樋上 文香 1R1 6-1
敗者 (栗東高) 敗者は11,12位戦へ 高橋

９～１２の２Ｒ 矢部 真彩 2R1 7-6(6)
敗者 (守山高) 敗者は１3～１6位戦へ 高橋

13～16の２Ｒ 高橋 宥衣 1R2 6-4 9位
敗者 (守山高) 上野

17～20の２Ｒ 永井 南々子 6-2
敗者 (立命館守山高) 敗者は１3～１6位戦へ 永井 

21～24の２Ｒ 徳永 節子 1R3 6-3
敗者 (東大津高) 敗者は11,12位戦へ 上野

25～２8の２Ｒ 小川 莉紗 2R2 6-2
敗者 (近江兄弟社高) 敗者は１3～１6位戦へ 上野

2９～3２の２Ｒ 上野 沙彩 1R4 6-4
敗者 (守山高)

順位戦（１３位～１６位）
９～１０位戦１R1 紀戸 沙也果

の敗退者 (立命館守山高) 敗者の試合は 矢部
９～１０位戦1R2 矢部 真彩 ありません 6-4 13位

の敗退者 (守山高) 矢部

９～１０位戦1R3 徳永 節子 6-2
の敗退者 (東大津高) 敗者の試合は 小川

９～１０位戦1R4 小川 莉紗 ありません 6-4
の敗退者 (近江兄弟社高)

順位戦（１１－１２位）
９～１0位戦2R1 樋上 文香 11位

の敗退者 (栗東高) 永井
９～１0位戦2R2 永井 南々子 6-2

の敗退者 (立命館守山高)

順　位
29 ９位

16 １０位

20 １１位

5 １２位

12 １３位

28 １４位

4 １５位
22 １５位

期日：2014/3/28
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紀戸 沙也果(立命館守山高)

上野 沙彩(守山高)

高橋 宥衣(守山高)

永井 南々子(立命館守山高)

樋上 文香(栗東高)

滋賀県ジュニアテニス選手権大会　１８才以下女子シングルス　本戦　【順位決定戦】

徳永 節子(東大津高)

矢部 真彩(守山高)

小川 莉紗(近江兄弟社高)
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 会場：彦根総合運動場


