
平成２６年度　近畿高校テニス大会滋賀県予選会　　女子シングルス予選
                                                   （期日：2014/08/18 会場：彦根総合運動場）
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千村 真菜 ② 1
(大津) 千村 真菜

橋上 園加 ② 62
(膳所) 橋上 園加

梅本 葵 ① 64 千村 真菜
(守山) 60

金内 優菜 ②
(北大津) 金内 優菜

福島 瑠夏 ② 76(2) ドロー番号

(八日市南) 千村 真菜 1 千村 真菜 大津

長谷　真緒依 ① 61
(近江) 長谷　真緒依

須賀 愛華 ② wo
(愛知)

山植 亜耶 ② 高橋 奈々
(玉川) 星　沙耶香 60

星　沙耶香 ② 64
(光泉) 高橋 奈々

高橋 奈々 ② 62
(国際情報)

松本 美緒 ① 11
(守山) 松本 美緒

中川  怜奈 ① 60
(光泉) 中川  怜奈

木岡 日菜 ② 75 松本 美緒
(玉川) 62

近藤 由菜 ②
(大津) 近藤 由菜

喜多　理子 ① 60 ドロー番号

(近江) 松本 美緒 11 松本 美緒 守山

小崎 純佳 ② 60
(立命館守山) 小崎 純佳

栗田 紗花 ② 64
(膳所)

前田 瑛理子 ② 小崎 純佳
(近江兄弟社) 嶌 琴音 75

嶌 琴音 ② 62
(長浜) 太田 早紀

太田 早紀 ② 61
(東大津)

小野 亜佑美 ② 21
(守山) 小野 亜佑美

永原 実佳 ② 61
(近江兄弟社) 西尾 友花

西尾 友花 ① 62 小野 亜佑美
(東大津) 60

田中 千尋 ①
(光泉) 田中 千尋

黒川 真帆 ② 63 ドロー番号

(玉川) 小野 亜佑美 21 小野 亜佑美 守山

今井 綾香 ② 61
(膳所) 森 萌香

森 萌香 ② 63
(長浜)

西田 優莉奈 ② 森 萌香
(大津) 西田 優莉奈 63

佐藤 明依 ② 64
(米原) 西田 優莉奈

高木 智代 ② 63
(立命館守山)
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※各ブロック１位の選手は、本戦出場権を獲得。（敗者はラッキー　ルーザー抽選クジを引いてください。本
戦当日、欠場者が出た場合の補欠選手を決めます。）
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福井 愛加 ② 31
(守山) 福井 愛加

清水 ひなの ① 62
(光泉) 土沢　亜以香

土沢　亜以香 ① 64 福井 愛加
(立命館守山) 60

奥井 奈々子 ①
(米原) 奥井 奈々子

西村 波 ② 61 ドロー番号

(長浜) 福井 愛加 31 福井 愛加 守山

篠原 千潤 ① 62
(国際情報) 篠原 千潤

岡本 詩歩 ② 62
(長浜北星)

光嶋 萌子 ② 篠原 千潤
(玉川) 西村 結希 62

西村 結希 ① 64
(膳所) 野田 実鈴

野田 実鈴 ① 62
(栗東)

安藤 佑衣 ② 41
(国際情報) 安藤 佑衣

吉川 実央 ② 61
(野洲) 吉川 実央

荻　彩佳 ① 60 安藤 佑衣
(長浜北星) 60

前多 弥瑠 ①
(大津商業) 前多 弥瑠

中本　詩衣菜 ② 64 ドロー番号

(栗東) 安藤 佑衣 41 安藤 佑衣 国際情報

中村 歩 ② 62
(彦根工業) 菊井　鈴夏

菊井　鈴夏 ② 63
(滋賀学園)

石井 穂乃花 ② 菊井　鈴夏

(守山) 石井 穂乃花 62
窪田 咲 ① 61

(石部) 仲川 夏未
仲川 夏未 ② 64

(玉川)

五味 若菜 ② 51
(立命館守山) 五味 若菜

武永 友紀子 ② 61
(膳所) 安田 澪

安田 澪 ② 63 五味 若菜
(近江兄弟社) 75

西津 秋保 ②
(守山) 西津 秋保

仁司 朋花 ② 63 ドロー番号

(玉川) 五味 若菜 51 五味 若菜 立命館守山

松岡 千咲 ① 61
(米原) 山本 佳奈

山本 佳奈 ② 75
(東大津)

田畑 結衣 ② 山本 佳奈
(大津) 田畑 結衣 75

相田　愛佳 ② 61
(愛知) 西川 未佳

西川 未佳 ② 64
(彦根工業)
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※各ブロック１位の選手は、本戦出場権を獲得。（敗者はラッキー　ルーザー抽選クジを引いてください。本
戦当日、欠場者が出た場合の補欠選手を決めます。）
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並河 凜 ② 61
(守山) 並河 凜

佐竹 慧美 ① 60
(大津商業) 佐竹 慧美

楠亀 優衣 ② 64 並河 凜
(愛知) 61

坂本 奈津美 ①
(大津) 坂本 奈津美

平山　えり ① 60 ドロー番号

(近江) 並河 凜 61 並河 凜 守山

坂口 利奈 ② 76(2)
(近江兄弟社) 斎藤　雅奈

斎藤　雅奈 ① 75
(立命館守山)

福本 干加里 ① 下村 夢穂
(石部) 長瀨 鈴奈 64

長瀨 鈴奈 ② 60
(北大津) 下村 夢穂

下村 夢穂 ② 61
(米原)

山本 実侑 ② 71
(国際情報) 山本 実侑

木戸 さくら ② 64
(膳所) 中村 桃花

中村 桃花 ② 60 山本 実侑
(大津) 60

齋藤 はづき ①
(守山) 齋藤 はづき

奥田 梨紗 ② 64 ドロー番号

(玉川) 山本 実侑 71 山本 実侑 国際情報

丸尾 比奈子 ② 63
(東大津) 丸尾 比奈子

永留 喜代香 ② 61
(長浜)

山本 真子 ① 田中 亜実
(光泉) 松本　七海 62

松本　七海 ① 61
(立命館守山) 田中 亜実

田中 亜実 ① 61
(米原)

岸場　郁子 ① 81
(玉川) 岸場　郁子

田沢 香純 ② 61
(長浜) 藤井　梓

藤井　梓 ① wo 岸場　郁子

(近江) 60
横川 英里 ①

(米原) 横川 英里
野洲 ちひろ ① 61 ドロー番号

(大津商業) 岸場　郁子 81 岸場　郁子 玉川

尾崎 真優 ① 75
(光泉) 尾崎 真優

堀池 由輝穂 ① 61
(大津)

小梶 佑佳 ② 北川 穂花
(守山) 田中 友理 60

田中 友理 ② 62
(膳所) 北川 穂花

北川 穂花 ② 64
(近江兄弟社)
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※各ブロック１位の選手は、本戦出場権を獲得。（敗者はラッキー　ルーザー抽選クジを引いてください。本
戦当日、欠場者が出た場合の補欠選手を決めます。）
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河合 琴梨 ② 91
(大津商業) 河合 琴梨

小西　麻緒 ① 76(5)
(立命館守山) 小西　麻緒

上田 理紗子 ② 62 河合 琴梨
(膳所) 62

森 菜々恵 ②
(大津) 後村 ありさ

後村 ありさ ② 62 ドロー番号

(石部) 河合 琴梨 91 河合 琴梨 大津商業

増田 絵梨 ① 75
(光泉) 北川 香蓮

北川 香蓮 ② 61
(東大津)

佐々木 瑞希 ① 寄本 真凜
(北大津) 北川 真梨奈 64

北川 真梨奈 ② 60
(近江兄弟社) 寄本 真凜

寄本 真凜 ① 60
(守山)

片木 佐映 ① 104
(守山) 片木 佐映

濱田 友梨 ① 61
(光泉) 濱田 友梨

中村 朋香 ② 64 柘植 菜月
(玉川) 61

柘植 菜月 ②
(近江兄弟社) 柘植 菜月

中川　鴻美 ① 60 ドロー番号

(立命館守山) 柘植 菜月 104 柘植 菜月 近江兄弟社

林田 瑞季 ② 60
(大津) 林田 瑞季

新銅 なごみ ① 63
(東大津)

坪井 瑞季 ② 山脇 未久
(長浜) 坪井 瑞季 61

青木 千皓 ② 60
(愛知) 山脇 未久

山脇 未久 ② 60
(大津商業)

徳永 樹 ① 111
(光泉) 徳永 樹

西村 早織 ① 62
(守山) 西村 早織

西條 真有穂 ① 62 徳永 樹
(膳所) 62

小寺　朱音 ①
(玉川) 川村　紗英

川村　紗英 ① 61 ドロー番号

(立命館守山) 徳永 樹 111 徳永 樹 光泉

外村 智穂 ② 61
(近江兄弟社) 外村 智穂

志岐　帆菜望 ① 64
(近江)

上田 桃菜 ① 米本 ひかり
(国際情報) 宮澤 采花 61

宮澤 采花 ② 62
(米原) 米本 ひかり

米本 ひかり ② 64
(石部)

112

115

116

118

120

119

117

108

110

109

114

111

113

105

106

107

104

95

97

100

102

101

98

99

103

96

91

93

92

94

11

12

10

※各ブロック１位の選手は、本戦出場権を獲得。（敗者はラッキー　ルーザー抽選クジを引いてください。本
戦当日、欠場者が出た場合の補欠選手を決めます。）
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番　尚美　クレア ① 121
(立命館守山) 番　尚美　クレア

吉村 弥紗 ① 60
(大津商業) 吉村 弥紗

吉田　晶咲 ① 63 番　尚美　クレア

(八日市南) 61
青木 真綾 ②

(石部) 奥村 しずく
奥村 しずく ① 64 ドロー番号

(米原) 番　尚美　クレア 121 番　尚美　クレア 立命館守山

加藤 沙夏 ② 63
(膳所) 草津 宥佳

草津 宥佳 ① 60
(大津)

横井 友里 ① 岡 裕理奈
(国際情報) 横井 友里 60

岡田 いずみ ① 64
(光泉) 岡 裕理奈

岡 裕理奈 ② 60
(守山)

吉田 陽薫 ① 131
(守山) 吉田 陽薫

和田 萌 ① 60
(国際情報) 和田 萌

伊藤　実優 ① 60 吉田 陽薫
(八日市南) 61

入江 彩水 ②
(立命館守山) 入江 彩水

杉原　彩咲 ① 62 ドロー番号

(近江) 吉田 陽薫 131 吉田 陽薫 守山

川越 春奈 ① 63
(大津商業) 中川 晶祈子

中川 晶祈子 ① wo
(愛知)

藤田 彩里沙 ② 池本 奈津希
(近江兄弟社) 藤田 彩里沙 61

中村　有那 ② 61
(光泉) 池本 奈津希

池本 奈津希 ② 61
(東大津)

本郷 佳奈 ② 144
(東大津) 本郷 佳奈

吉野　樹奈 ① 64
(近江) 吉野　樹奈

山内 実紅 ② 61 田井中 理子
(長浜北星) 60

田井中 理子 ②
(近江兄弟社) 田井中 理子

新熊 千尋 ② 64 ドロー番号

(米原) 田井中 理子 144 田井中 理子 近江兄弟社

谷口 怜 ② 62
(長浜) 井上 加奈

井上 加奈 ① 64
(栗東)

武田 奈津穂 ① 堀井 萌
(守山) 清原 かんな 63

清原 かんな ② 62
(国際情報) 堀井 萌

堀井 萌 ② 62
(立命館守山)
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※各ブロック１位の選手は、本戦出場権を獲得。（敗者はラッキー　ルーザー抽選クジを引いてください。本
戦当日、欠場者が出た場合の補欠選手を決めます。）
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鵜飼　麻維那 ② 156
(栗東) 鵜飼　麻維那

村田 百花 ② 61
(長浜) 村田 百花

岡本 彩佳 ① 61 鵜飼　麻維那

(大津商業) 64
藤田 凪紗 ①

(米原) 市場 江里子
市場 江里子 ② 60 ドロー番号

(東大津) 西田 早織 156 西田 早織 守山

西田 早織 ② 76(3)
(守山) 西田 早織

木下　瑞規 ② 60
(守山北)

神村 実咲 ② 西田 早織
(玉川) 古川 ひびき 62

古川 ひびき ② 63
(野洲) 小谷 美奈

小谷 美奈 ② 61
(膳所)
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※各ブロック１位の選手は、本戦出場権を獲得。（敗者はラッキー　ルーザー抽選クジを引いてください。本
戦当日、欠場者が出た場合の補欠選手を決めます。）


