
GIRLS' SINGLES　MAIN DRAW   期日：2017/6/1 於：大石緑地スポーツ村

吉池 優理 ③ 優勝 吉池 優理 遠藤 芹菜 ③
(立命館守山) 吉池 (立命館守山) 遠藤 (立命館守山)

藤川 奈々 ③  6-0  8-3  6-3 白根 彩花 ①

(米原) 荒木 清水 (膳所)
荒木 南香 ③  6-1  6-2 清水 真音 ①

(膳所) 吉池 遠藤 (守山) ：
川口 晴香 ③  6-1  6-0 佐藤 彩香 ①

(玉川) 川口 佐藤 (立命館守山)
片渕　友結 ②  6-3  6-2 三宅 伊桜里 ③

(国際情報) 岸本 川田 (国際情報)
ラッドキ岸本 麗奈③  6-3  6-3 川田 晴菜 ②

(膳所) 吉池 遠藤 (光泉)
山本 桃歌 ②  6-3  6-3 北村 莉子 ③

(守山) 山本 北村 (国際情報)
中野 未悠 ②  6-2  6-1 福山 楓 ③

(立命館守山) 青木 岡 (近江兄弟社)
青木 菜々穂 ③  6-4  6-3 岡 佳都 ③

(立命館守山) 山本 北村 (大津)
前大路 唯捺 ③  6-0  6-3 清水　祐菜 ①

(国際情報) 髙井 清水 (国際情報)
髙井 万惟子 ②  6-1  6-2 森川 芽生 ③

(光泉) 三和 清水 (東大津)
三和 真奈子 ②  6-4 梅津 優 ③

(守山) 吉池 奥内 (東大津)
佐口 珠穂 ②  8-5  8-2 松田　秋希 ①

(光泉) 佐口 松田 (国際情報)
叶 美菜子 ②  6-0  6-1 吉川 未彩 ③

(守山) 叶 小島 (立命館守山)
宮澤 咲希 ③  7-6(8)  6-1 小島 千明 ③

(米原) 淺田 松田 (膳所)
齊藤　歌楽 ③  7-5  6-1 堤 里菜 ③

(栗東) 齊藤 長野 (膳所)
井内 美優 ③  6-1  6-2 長野 咲菜 ③

(東大津) 淺田 植田 (膳所)
淺田 実咲 ①  6-1  6-1 植田 早耶 ③

(立命館守山) 伊豆本 奥内 (東大津)
伊藤 瑞姫 ②  6-3  7-5 大下 美久実 ③

(光泉) 嶺岸 大下 (守山)
曽和 愛 ③  6-0  6-4 高橋 実夏子 ③

(石部) 嶺岸 武田 (近江兄弟社)
嶺岸 裕美 ①  6-1  6-2 武田 弥子 ③

(膳所) 伊豆本 奥内 (守山)
竹本 百合恵 ①  7-6(3)  6-0 丸山 椋子 ③

(守山) 竹本 有田 (光泉)
鵜飼　紗矢 ③  6-4  7-6(0) 有田 優音 ①

(栗東) 伊豆本 奥内 (立命館守山)
伊豆本 萌美 ③  6-2  6-1 奥内 菜々 ③

(国際情報) (立命館守山)

順位戦

48 奥内 菜々 1 １位 吉池 優理③
(立命館守山)

奥内 48 ２位 奥内 菜々③
 9-7 (立命館守山)

伊豆本 24 ３位 伊豆本 萌美③
 8-2 (国際情報)

25 ４位 遠藤 芹菜③
(立命館守山)

シード選手 1.吉池 優理(立命館守山) 2.奥内 菜々(立命館守山) 3.伊豆本 萌美(国際情報) 4.遠藤 芹菜(立命館守山)

5.松田　秋希(国際情報) 6.佐口 珠穂(光泉) 7.梅津 優(東大津) 8.三和 真奈子(守山)

10.北村 莉子(国際情報) 11.植田 早耶(東大津) 12.淺田 実咲(立命館守山)

## #N/A #N/A

試合方法：１セットマッチ、６ゲームズオールタイブレイク　　ただし、準決勝以降（順位戦も）８ゲームズプロセット　　

平成29年（201７年）度　滋賀県高等学校春季総合体育大会テニス競技大会　女子シングルス本戦  
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平成29年度全国高等学校総合体育大会 出場者
　　１位　吉池 優理③　（立命館守山高校）　　 ２位　奥内 菜々③（立命館守山高校）

9.山本 桃歌(守山)

(立命館守山)

25 遠藤 芹菜
(立命館守山)

24 伊豆本 萌美
(国際情報)

#N/A
<ダイレクト・アクセプタンス>　※本戦当日、抽選を行います。

川田 晴菜(光泉) ラッドキ岸本 麗奈(膳所) 齊藤　歌楽(栗東) 大下 美久実(守山)

伊藤 瑞姫(光泉) 佐藤 彩香(立命館守山) 嶺岸 裕美(膳所) 川口 晴香(玉川)

武田 弥子(守山) #N/A #N/A #N/A

滋賀県高等学校体育連盟テニス部


