
平成14年８月12日～　日

うつぼテニスセンター(西園）

選手名 所属

川床 萌 (関西・園田学園高)
1 1 伊藤 和沙 (関西・園田学園高）

川床・伊藤

安藤 朋子 (北信越・仁愛女子高) 60 62
2 須藤 聡子 (北信越・仁愛女子高)

福田 千紗 (中国・岡山学芸館高)
3 前山 真衣香 (中国・岡山学芸館高)

金沢・大川

金沢 杏里 (関東・朝日生命久我山SC) 60 62
4 大川 香奈 (関東・たちかわJTA)

森 郁恵 (東北・郡大附高)
5 佐藤 友美 (東北・郡大附高)

工藤・井上

工藤 杏実 (関西・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ ) 61 60
6 井上 麻美 (関西・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ )

我妻 玲那 (東北・ﾅｽﾊﾟTA)
7 今野 里絵 (東北・ﾅｽﾊﾟTA)

須加田・大西

須加田　瞳美 (関西・園田学園高） 63 61
7 8 大西 香 (関西・園田学園高）

宮城 由美 (関西・園田学園高）
4 9 中西 由希子 (関西・園田学園高）

宮城・中西

森 裕美 (九州・柳川高) 60 36 60
10 吉田 千亜紀 (九州・柳川高)

清水 咲子 (九州・宮崎商業高)
11 内田 光映 (九州・宮崎商業高)

土屋・田中

土屋 奈夏 (関東・共栄学園高) 76(5) 62
12 田中 真梨 (関東・TEAM NORTH)

津布久 萌 (関東・朝日生命久我山SC)
13 小津源 瑠衣 (関東・朝日生命久我山SC)

津布久・小津源

古川 佳那 (北海道・札幌清田高) 60 61
14 石川 茉莉子 (北海道・札幌西高)

黒田 祐加 (東海・椙山女学園高)
15 杉浦 みなみ (東海・名古屋経済大高蔵高) 川床 萌 (関西・園田学園高)

1 伊藤 和沙 (関西・園田学園高）
田中・井上 竹本 みのり (関西・樟蔭東)

田中 姿帆 (関東・朝日生命久我山SC) 36 62 63 2 森 美紀 (関西・飛翔館高)
8 16 井上 万里 (関東・ﾋﾞｯｸﾞK) 猿田 法子 (関西・夙川学院高）

3 尾崎 真衣加 (関西・夙川学院高）
宮城 由美 (関西・園田学園高）

決勝戦 4 中西 由希子 (関西・園田学園高）
西村 みずほ (関西・夙川学院高）

No.1 田中・井上 5 岡 あゆみ (関西・夙川学院高）
藤井 仁美 (関東・ﾋﾞｯｸﾞK)

6 金城 未央 (関東・ﾋﾞｯｸﾞK)
須加田　瞳美 (関西・園田学園高）

No.2 猿田・尾崎 7 大西 香 (関西・園田学園高）
田中 姿帆 (関東・朝日生命久我山SC)

8 井上 万里 (関東・ﾋﾞｯｸﾞK)

田中・井上

76(5) 62

田中・井上

60 26 62

62 67(3) 61

川床・伊藤

62 62

シード選手
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田中・井上

63 64

土屋・田中

36 76(4) 64

工藤・井上

63 62

18GD 32Draw No.1

川床・伊藤

2002全日本ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会18GDDraw #1



選手名 所属

西村 みずほ (関西・夙川学院高）
5 17 岡 あゆみ (関西・夙川学院高）

西村・岡

山本 明日香 (関西・園田学園高） 62 61
18 杉村 萌 (関西・園田学園高）

辻本 友舞 (北信越・仁愛女子高)
19 山下 恵美 (北信越・仁愛女子高)

辻本・山下

吉川 圭子 (四国・土佐女子高) 63 64
20 近石 千晶 (四国・坂出高)

和泉 有香 (四国・高松中央高)
21 古市 有佳里 (四国・高松北高)

杉江・西村

杉江 裕美子 (関西･ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ宝ヶ池) 64 46 75
22 西村 秀歩 (関西･四ﾉ宮TC)

柚木崎 みなみ (九州・柳川高)
23 矢﨑 朋美 (九州・柳川高)

猿田・尾崎

猿田 法子 (関西・夙川学院高） 62 62
3 24 尾崎 真衣加 (関西・夙川学院高）

藤井 仁美 (関東・ﾋﾞｯｸﾞK)
6 25 金城 未央 (関東・ﾋﾞｯｸﾞK)

藤井・金城

沼田 礼子 (北海道・函館東高) 61 60
26 荒川 さやか (北海道・函館東高)

唐下 歓子 (中国・山陽女子高)
27 藤田 有紀 (中国・山陽女子高)

梅村・高橋

梅村 麻衣 (東海・椙山女学園高) 63 61
28 高橋 令 (東海・名古屋経済大高蔵高)

深田 麻奈美 (関東・東急嶮山SG)
29 佐々尾 依里 (関東・荏原SSC)

深田・佐々尾

長野 友理 (中国・美鈴ガ丘高) 62 64
30 能見 奈帆 (中国・美鈴ガ丘高)

伊藤 亜理沙 (関西・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ )
31 吉山 佳織 (関西・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ )

竹本・森

竹本 みのり (関西・樟蔭東) 62 60
2 32 森 美紀 (関西・飛翔館高)

上原 千佳 (北信越・松商学園高)

1 片山 幸子 (北信越・松商学園高)

ﾄｰﾅﾒﾝﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ：佐藤政廣 戸澤 夕葵 (関東・武蔵野ドームTS)

2 梅田 さやか (関東・藤村女子高)

ﾚﾌｪﾘｰ：曽我良夫

辻本・山下

76(5) 64

猿田・尾崎

猿田・尾崎

62 64

猿田・尾崎

藤井・金城

64 57 61

64 64

竹本・森

62 61

補欠選手

竹本・森

62 46 75

64 61
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