
平成14年８月11日～　日

うつぼテニスセンター(西園）

選手名 所属

猿田 泰子 (関西・夙川学院高）
1 1 加藤 夕香子 (関西・夙川学院高）

猿田・加藤

武田 麻衣 (北海道・札幌日大高) 62 63
2 富山 姫子 (北海道・札幌日大高)

松浦 秀美 (関西・飛翔館高)
3 森 友香 (関西・飛翔館高)

松浦・森

田代 美智 (北海道・札幌清田高) 63 46 60 
4 渡邉 廣乃 (北海道・ｴﾙﾊﾞｯﾊTC)

前田 実穂 (北信越・仁愛女子高)
5 川内 智代 (北信越・仁愛女子高)

前田・川内

葉山 由貴 (九州・柳川高) 62 63
6 大島 夕佳 (九州・柳川高)

嵯峨 日登美 (東北・聖霊高)
7 萩庭 美里 (東北・聖霊高)

三杉・須加田

三杉 悠香里 (関西・園田学園高） 64 62
7 8 須加田 梢恵 (関西・園田学園高）

戸高 貞奈 (関西・COZY朝霧TC)
4 9 橋本 亜希 (関西・COZY朝霧TC)

戸高・橋本

宮川 早恵 (九州・九州学院高) 64 64
10 宮﨑 優実 (九州・ﾙｰﾃﾙ学院高)

阿部 恵 (関西・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)
11 和田 恵理子 (関西・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)

高原・上田

高原 靖佳 (中国・美鈴ｶﾞ丘高) 26 63 61
12 上田 有香 (中国・美鈴ｶﾞ丘高)

北村 久美 (関西・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)
13 富山 愛 (関西・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)

北村・富山

大見 真衣子 (東海・金城学院高) 61 46 60
14 岩崎 敬子 (東海・金城学院高)

木下 ミサ (東海・名古屋経済大高蔵中)
15 藤井 友里 (東海・瀬戸TC) 猿田 泰子 (関西・夙川学院高）

1 加藤 夕香子 (関西・夙川学院高）
木川・和田 相羽 望 (関東・秀明英光高)

木川 由奈 (関東・TEAM NORTH) 60 46 64 2 高橋 愛 (関東・秀明英光高)
6 16 和田 夏美 (関東・共栄学園中) 川村 美夏 (東海・竜南TC)

3 山内 美幸 (東海・西遠女子学園高)
戸高 貞奈 (関西・COZY朝霧TC)

決勝戦 4 橋本 亜希 (関西・COZY朝霧TC)
伊藤 章子 (九州・九州文化学園高)

No.1 猿田・加藤 5 寺岡 百合 (九州・ﾙﾈｻﾝｽ佐世保)
木川 由奈 (関東・TEAM NORTH)

6 和田 夏美 (関東・共栄学園中)
三杉 悠香里 (関西・園田学園高）

No.2 川村・山内 7 須加田 梢恵 (関西・園田学園高）
今井 桃子 (北信越・松商学園高)

8 松尾 絵里 (北信越・松商学園高)

猿田・加藤

16GD 32Draw No.1

Dunlop 全日本ジュニアテニス選手権大会 2002

木川・和田

63 63

戸高・橋本

63 46 63

三杉・須加田

60 64

シード選手

64 75

猿田・加藤

64 64

猿田・加藤

62 63

木川・和田

60 62

2002全日本ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会16GDDraw #1



選手名 所属

伊藤 章子 (九州・九州文化学園高)
5 17 寺岡 百合 (九州・ﾙﾈｻﾝｽ佐世保)

伊藤・寺岡

松山 芳 (東海・竜南TC) 26 62 75
18 松本 千明 (東海・TAS)

鍋島 亜紀 (北信越・東京学館新潟高)
19 小柳 愛由美 (北信越・東京学館新潟高)

阿部・西改

阿部 瑠美 (四国・ｽｴﾋﾛTC) 62 62
20 西改 由衣 (四国・ｽｴﾋﾛTC)

石塚 紀江 (東海・浜松北高)
21 川合 佑美 (東海・浜松市立高)

石塚・川合

細貝 沙織 (関東・HFTC) 62 63
22 佐々木 優 (関東・CSJ)

堀川 真菜 (四国・松山中央高)
23 森 美千 (四国・松山中央高)

川村・山内

川村 美夏 (東海・竜南TC) 61 62
3 24 山内 美幸 (東海・西遠女子学園高)

今井 桃子 (北信越・松商学園高)
8 25 松尾 絵里 (北信越・松商学園高)

樋口・宮原

樋口 優 (関東・ｺｰﾄﾋﾟｱ大泉TC) 64 16 62
26 宮原 由起 (関東・JITC)

富田 麗 (中国・岡山朝日)
27 平松 真実 (中国・岡山朝日)

山田・山手

山田 奈緒子 (中国・山陽女子高) 36 64 61
28 山手 砂野加 (中国・山陽女子高)

内田 沙織 (関東・武蔵野ﾄﾞｰﾑTS)
29 五十嵐 絢佳 (関東・武蔵野ﾄﾞｰﾑTS)

内田・五十嵐

大和田 有沙 (東北・ﾅｽﾊﾟTA) 60 60
30 八巻 晴香 (東北・ﾅｽﾊﾟTA)

藤井 絢野 (関西・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)
31 田中 小有里 (関西・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)

相羽・高橋

相羽 望 (関東・秀明英光高) 75 36 62
2 32 高橋 愛 (関東・秀明英光高)

東 友賀 (九州・宮崎商業高)
1 遠目塚 寛子 (九州・日向学院高)

ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ：佐藤政廣 金井 真理絵 (関東・TｱｲｼﾞｭﾆｱTC)
2 前澤 かおる (関東・TEAM NORTH)

ﾚﾌｪﾘｰ：曽我良夫
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