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2013全日本ジュニアテニス選手権新潟県中越地区予選会
１８歳以下女子ダブルス　　37
No. シード 名前 所属 1R 2R 3R QF SF F

1 1 本間　花穂 長岡高
高橋　夏帆 長岡高

本間・高橋

2 五十嵐　冴 三条東高 60

韮澤　里江 三条東高
山崎・佐藤

3 山崎　夏実 小千谷高 63 本間・高橋

佐藤　雅 小千谷高 60

4 小野塚　瑞穂 六日町高
山本　千晶 六日町高

山本・小野塚

5 櫻井　梨奈 小出高 61

遠藤　育美 小出高 本間・高橋
61

6 小柴　詩歩 帝京長岡高
山岸　紗友美 帝京長岡高 小柴・山岸

64

7 牧野　杏花 長岡向陵高
池田　咲季 長岡向陵高

守谷・貝瀬

8 山邊　紗季 十日町高 63

駒井　美月 十日町高
守谷・貝瀬

9 5～8 守谷　優 長岡大手高 62

貝瀬　夢乃 長岡大手高
本間・高橋

10 3～4 柄沢　佳子 帝京長岡高 61

大﨑　愛理 帝京長岡高

11 田村　汐里 八海高 柄沢・大﨑

関　　彩花 八海高 61
佐々木・斎藤

12 佐々木　亜美 長岡向陵高 76(5)

斎藤　千春 長岡向陵高 柄沢・大﨑
61

13 内山　美桜子 長岡高
大塚　美紀 長岡高

内山・大塚

14 佐藤　紗耶 小千谷高 60

新保　礼美 小千谷高
柄沢・大﨑

15 鶴巻　絵里佳 三条東高 62

宗村　香奈江 三条東高 笛木・石田
64

16 笛木　美里 六日町高
石田　穂香 六日町高

17 穴沢　佳奈 小出高 太田・中村

星　　夏美 小出高 63

穴沢・星

18 相田　彩花 長岡大手高 64

大平　一葉 長岡大手高 太田・中村
60

19 5～8 太田　優花 長岡高 本間・高橋

中村　遥 長岡高 76(5)
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20 5～8 北村　みちる 小出高
森山　晴香 小出高 北村・森山

61

21 森山　真夏 長岡高
後藤　有紀 長岡高 北村・森山

62

22 山田　芽生 長岡向陵高
酒井　紀子 長岡向陵高

山田・酒井

23 吉澤　紗由希 三条東高 62

阿部　沙笑妃 三条東高
岡・吉田

24 岡　里佐子 長岡高 76(3)

吉田真結子 長岡高 岡・吉田
63

25 堀江　加奈子 見附高
山崎　まどか 見附高

26 下条　綾音 長岡大手高 岡・吉田

高野　陽 長岡大手高 61

下条・高野

27 上村　遥奈 小千谷高 60

山本　菜央 小千谷高 佐藤・種村
75

28 3～4 佐藤　裕香 六日町高
種村　成美 六日町高 佐藤・高沢

61

29 5～8 井口　春佳 六日町高
山内　葵 六日町高 堀江・桐生

63

30 堀江　琴子 長岡高
桐生　可奈子 長岡高 堀江・桐生

63

31 石川　あかり 長岡大手高
渡邉七星 長岡大手高

大津・真島

32 大津　広夏子 八海高 64

真島　瑞季 八海高
佐藤・高沢

33 田中　茉緒 小千谷高 60

伊藤　栞 小千谷高 田中・伊藤
64

34 桑原　亜由美 小出高
風間　千春 小出高

35 志田　佳名子 三条高 佐藤・高沢

大坪　美空 三条高 60

志田・大坪

36 桜井　万海子 帝京長岡高 63

大湊　柚花 帝京長岡高 佐藤・高沢
61

37 2 佐藤　真央 長岡高
高沢　芽実 長岡高

【3位決定戦】
10 3～4 柄沢　佳子 帝京長岡高

大﨑　愛理 帝京長岡高

24 岡　里佐子 長岡高
吉田真結子 長岡高

柄沢・大﨑
64


