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女子ダブルス ( 1 / 2 )

廣瀬 まり② 高橋 春奈②
奥野 柚来① 西林 千夏②

宮部 奈々② 重松 朋花①
岩崎 夏鈴② 森 愛彩①

田畑 あすか② 栗尾 美羽①
吉田 奈々② 安田 莉恵②

西田 喜恵② 植田 帆南②
金川 なつみ② 大塚 実穂②

桐間 陽菜② 中村 穂香①
仲 希彩② 瀬古 薫奈①

裏西 萌々② 渋谷 真子②
前田 恵実② 阿部 美波①

岡本 佳穂② 村山 花凜①
平岡 遥奈② 来丸 遼香①

林 未結① 工藤 陽①
竹田 花菜① 白須 真有①

出口 葉奈② 堀内 南歩②
上野 詩織② 八幡 真瑠菜②

吉中 なつみ② 横田 理沙②
藤村 京子② 林 葵実①

堂前 奈月② 中村 仁美②
徳吉 歩那② 小野 綾夏②

竹内 光希① 呉 彩乃②
大上 こころ① 冨田 真菜②

馬道 萌絵② 福井 茉紗季②
荒井 真帆② 岩田 萌①

國松 千里① 井上 紗良①
田中 咲江① 村島 葵①

田中 愛乃① 小山 夏妃②
寺澤 咲紀① 奥田 千聖②

中原 葵衣① 河野 愛理②
森本 響佳① 瀬川 真由子②

菊谷 真生②
河野 のぞみ②

長田 珠果② 廣瀬 風花②
岡添 聖菜② 大野 美南帆②

3 (平城)

4 (天理)

[1] 1 (奈良育英)

2 (奈良)

7 (女子大附属)

8 (奈良登美)

5 (大淀)

6 (磯城野)

11 (一条)

12 (高円)

9 (育英西)

10 (奈情商)

15 (平城)

16 (奈良)

13 (登美ヶ丘)

14 (生駒)

21 (奈良育英)

22 (一条)

[5] 19 (平城)

20 (奈良登美)

25 (奈良学園)

26 (天理)

23 (女子大附属)

24 (奈良)

29 (奈良登美)

30 (生駒)

27 (西の京)

28 (奈良育英)

33 (一条)

34 (育英西)

31 (高円)

32 (高取国際)

35 (奈情商)

[4] 36 (平城)

17 BYE (BYE)

[8] 18 (高取国際)
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橋詰 咲笑② 向山 ひかり②
岩佐 里彩① 宮本 こあき②

村田 香凛①
伊東 舞音①

吉田 妃那② 鈴木 仁日那②
濵 美咲② 澤田 華奈②

紺谷 理紗① 井之上 華寧①
吉田 一華① 梅原 希良璃①

河口 絢南② 松木 凜③
多久 万里加② 寺尾 彩華②

中 寿寧① 宮里 明見②
西 郁香① 田又 祐果①

尾浦 咲綺② 平田 桃花②
乾井 愛弓② 北原 礼菜①

桐本 萌加① 加藤 美羽①
鎌田 彩乃① 亀山 紗良①

越前 紗良① 岡田 帆乃華②
稲植 風香① 牧野 早莉①

竹内 彩景① 米原 結子②
松野 光季① 佐藤 未空②

蓮見 友奏② 北之間 芙果①
堀田 沙織① 河合 有実①

藤井 彩衣① 新山 妃奈②
堀内 七虹① 大島 花菜②

鰯谷 梓実① 森本 望来②
福田 千夏① 堤野 咲良①

加藤 令奈① 清水 こころ①
奥村 知聖① 髙岡 千笑①

森川 向日葵② 木田 千尋②
大武 朱也香① 山中 優②

前川 なつみ① 七條 有唯里①
土肥 明日香① 藤田 真尋①

井村 愛美①
林 砂亜羅①

高原 愛奈① 今井 雪乃②
松田 悠希① 倉垣 唯②

[3] 37 (奈良育英)

38 (生駒)

41 (一条)

42 (奈情商)

39 (奈良登美)

40 (天理)

45 (登美ヶ丘)

46 (奈良登美)

43 (奈良)

44 (育英西)

[6] 54 (奈良学園)

51 (大淀)

52 (一条)

[7] 55 (平城)

56 (BYE)BYE

53 BYE (BYE)

49 (奈良育英)

50 (高円)

47 (平城)

48 (奈良)

59 (奈情商)

60 (奈良育英)

57 (帝塚山)

58 (西和清陵)

63 (一条)

64 (一条)

61 (女子大附属)

62 (天理)

67 (高取国際)

68 (奈良)

65 (平城)

66 (生駒)

71 (磯城野)

[2] 72 (登美ヶ丘)

69 (育英西)

70 (奈良登美)


