
トヨタジュニアテニストーナメント　２００１

平成１３年４月４日～７日：愛知県名古屋市・東山公園テニスセンターほか

優勝

☆女子　　シングルス 25 前 川  綾 香

細 川  雅 代

シード      選手名        所属都道府県           所属団体 33 細 川  雅 代 62 ,63

宮　本　 絵梨香

25 前　川　綾　香 
75,46,63

荒　川　　望 
31 荒　木　麻　友 （京都：立命館宇治高等学校）

荒　川　　望 60,62
6 32 荒　川　　望 （埼玉：埼玉栄高等学校）

60,61

前　川　綾　香 
29 内 田　真美子 （大分：別府鶴見丘高等学校）

南　　 慧　子 64,64
30 南　　 慧　子 （千葉：志津テニスクラブ）

62,60

前　川　綾　香 
27 田　中　美　佳 （鹿児島：鳳凰高等学校）

田　中　美　佳 64,63
28 平　石　　舞 （長崎：佐世保ローンテニスクラブ）

63,62

前　川　綾　香 
12 25 前　川　綾　香 （大阪：大阪テニスアカデミー）

前　川　綾　香 64,62
26 宮　田　真　澄 （石川：尾山台高等学校）

61,60

井　上　万　里 
23 内　田　裕　子 （埼玉：埼玉平成高等学校）

井　上　万　里 62,75
14 24 井　上　万　里 （東京：ビックK）

60,16,63

中　村　晴　香
21 立　木  はる夏 （愛知：椙山女学園高等学校）

立　木  はる夏 64,62
22 星　野　美　生 （奈良：一条高等学校）

75,76(5)

中　村　晴　香
19 坪　　奈津美 （北海道：あけぼのテニスクラブ）

坪　　奈津美 64,61
20 鳥 羽　海希子 （秋田：秋田アスレティッククラブ）

75,63

17 中　村　晴　香  （神奈川：荏原SSC)
中　村　晴　香

18 工　藤　奈　穂  （山形：日本大学山形高等学校）
60,61

61,63
7 16 川　床　  萠  （三重：園田学園高等学校）

64,62

15 佐々木　　愛 （茨城：トップスピン）
川　床　  萠 

4

田　中　姿　帆
13 佐　藤　　望  （福島：磐城女子高等学校）

62,36,61
14 宮　本　 絵梨香 （兵庫：夙川学院高等学校）

63,61 川　床　  萠 

62,62
12 村　瀬　恵　梨  （滋賀：栗東高等学校）

64,63

11 原　　 由紀代  （岡山：山陽女子高等学校）
原　　 由紀代

田　中　姿　帆

山　形　生　夏 
10 9 田　中　姿　帆  （富山：池多TC）

田　中　姿　帆 62,46,64
10 光　富　　 優  （佐賀：佐賀東高等学校）

61,60

米　村　明　子
7 竹　原　  こころ  （神奈川：PITA)

米　村　明　子 61,62
15 8 米　村　明　子  （熊本：鎮西高等学校）

64,75

山　形　生　夏 
5 仲　里　千　夏　（沖縄：普天間高等学校）

仲　里　千　夏 62，63
6 阿　部　瑠　美　（徳島：スエヒロテニスクラブ）

62,36,63

山　形　生　夏 
3 錦　織　玲　奈　（島根：チームグリーン）

川　内　智　代 61,62
4 川　内　智　代　（熊本：出水南中学校）

62,62

1 1 山　形　生　夏 （福井：仁愛女子高等学校）
山　形　生　夏 

2 石　原　伶　奈　（静岡：静岡市立高等学校）
61,75



トヨタジュニアテニストーナメント　２００１

平成１３年４月４日～７日：愛知県名古屋市・東山公園テニスセンターほか

☆女子　　シングルス

シード      選手名        所属都道府県           所属団体

補欠

１．細　谷　夕　香 （静岡：竜南テニスクラブ）

２．西　村　秀　歩 （京都：四ノ宮テニスクラブ）

３．高　﨑　恭　子 （千葉：TTC)

33 細　川　雅　代 

松　井　小　麦
63,46,64

細　川　雅　代 
62,46,60

細　川　雅　代 

藤　代　春　香
63 野　沢　絵　梨（愛知：刈谷テニスパーク）

藤　代　春　香 76(3),76(3)
2 64 藤　代　春　香（福岡：筑陽学園高等学校）

62,64

高　岸　知　代
61 山　下　有　希（群馬：エリステニスクラブ）

山　下　有　希 60,60
62 高　原　彩　加（広島：広島女学院高等学校）

63,75

高　岸　知　代
59 吉　田　茉　緒（岩手：盛岡第四高等学校）

橋　本　真　紀 61,61
60 橋　本　真　紀（和歌山：開智高等学校）

60,62

高　岸　知　代
16 57 高　岸　知　代（神奈川：荏原SSC)

高　岸　知　代 62,60
58 我　妻　玲　那（宮城：ナスパTA)

60,60

吉　田　沙　織
55 辻　本　友　舞 （福井：仁愛女子高等学校）

吉　田　沙　織 61,61
9 56 吉　田　沙　織 （福井：仁愛女子高等学校）

64,63

市　川　　歩 
53 源　　　綾　香 （富山：富山東高等学校）

奥　村　麗　奈 64,64
54 奥　村　麗　奈 （山口：カトウテニスクラブ）

63,64

61,62
52 渡　邉　華　奈（岐阜：フェスタテニスクラブ）

61,63

51 古　賀　淳　美（福岡：柳川高等学校）
古　賀　淳　美

63，61
50 村　田　優　美（鳥取：遊ポートTC)

60,61

8 49 市　川　　歩 （岐阜：県立岐阜高等学校）
市　川　　歩 

市　川　　歩 

64,61
3 48 松　井　小　麦 （静岡：静岡市立高等学校）

64,63

47 竹　本　　みのり （大阪：樟蔭東高等学校）
松　井　小　麦

46 和　泉　有　香 （香川：屋島テニスクラブ）
60,63 松　井　小　麦

16,64,62
44 清　水　咲　子（宮崎：宮崎商業高等学校）

61,60
45 吉　川　圭　子 （高知：土佐女子高等学校）

和　泉　有　香

43 菊 地　紗奈美 （青森：東奥義塾高等学校）
清　水　咲　子

42 米　山　　咲 （長野：松商学園高等学校）
61,61 清　水　咲　子

75,57,63
11 40 落 合　佑花里 （愛知：椙山女学園高等学校）

62,63
13 41 伊  藤　和　沙 （兵庫：園田学園高等学校）

伊  藤　和　沙

39 森　﨑　由　美 （愛媛：松山中央高等学校）
落 合　佑花里

63,61
38 関 口　みちの （栃木：作新学院高等部）

64,46,63

37 渡　辺　涼　子 （東京：堀越高等学校）
渡　辺　涼　子

落 合　佑花里

細　川　雅　代 
35 小 澤 佳那子 （三重：セントヨゼフ女子学園高等学校）

小 澤 佳那子 63,63
36 柳　川　悠　木 （新潟：新潟明訓高等学校)

62,64

5 33 細　川　雅　代 （東京：朝日生命ジュニアテニスクラブ）
細　川　雅　代 

34 鈴　木　あさみ （山梨：山梨学院大学附属高等学校）
62,61


