
１R QF SF F

St R シード   氏    名   所  　属

1 DA 67 1 下天摩 輝 UFO

2 DA 小笠原 陸 あけぼのTC

3 DA 對馬 神威 函館ﾋﾟｱ

4 DA 水上 緋也 小樽ｸﾞﾘｰﾝ

5 DA 119 3 櫻田 陽 ｳﾞｪﾙﾃﾞ

6 DA 松本 薫 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ

7 DA 西垣 薫 ﾐﾝﾄTS

8 DA 観野 凌雅 帯広ｳｲﾝｸﾞ

9 DA 松田 空 釧路ひぶなTC

10 DA 工藤 稜介 ｳｲﾝｸﾞ

11 DA 長峯 大揮 宮の森SC

12 DA 127 4 石川 渓太 ACT

13 DA 山崎 幹太 函館ﾋﾟｱ

14 DA 鈴木 大和 釧路ひぶなTC

15 DA 山澤 佑來 新札幌TC

16 DA 75 2 髙野 志恩 ｱｸﾃｨﾌﾞ

シード

１． 下天摩 輝

2． 髙野 志恩

補1. 秋保 悟志 宮の森SC 3． 櫻田 陽

補2. 佐野 愛斗 Line'ｓ Collect.TT 4． 石川 渓太

平成26年度 北海道ジュニア室内テニス選手権大会
平成27年2月24日付ランキング使用

12才以下 男子シングルス　



1R QF SF F

St R シード   氏    名   所    属

1 DA 29 1 清水 裕貴 ｳｲﾝｸﾞ

2 DA 渡部 夢叶 ｴﾙﾊﾞｯﾊ

3 DA 高氏 大斗 Line'ｓ Collect.TT

4 DA 矢口 郡昌 ｽｳｨﾝｸﾞ89

5 DA 33 3 鎌田 大夢 SFC

6 DA 水上 倭 小樽ｸﾞﾘｰﾝ

7 DA 小泉 連太朗 ｽｳｨﾝｸﾞ89

8 DA 織本 翔伍 ｳﾞｪﾙﾃﾞ

9 DA 板本 新太 ｳﾞｪﾙﾃﾞ

10 DA 増田 稜生 ｱｸﾃｨﾌﾞ

11 DA 藤井 瑞貴 宮の森SC

12 DA 42 4 藤川 侑志郎 ｳｲﾝｸﾞ

13 DA 小笠 巧人 UFO

14 DA 森 基唯斗 ｳｲﾝｸﾞ

15 DA 木林 佑太 POTA

16 DA 31 2 奈良 駿佑 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

シード

１． 清水 裕貴

2． 奈良 駿佑

3． 鎌田 大夢

補1. 新山 悠永 ｳｪﾙﾈｽｽｸｴｱ

4． 藤川 侑志郎

補2. 吉原 貫太朗 千歳ｼﾞｭﾆｱ少年団

平成26年度 北海道ジュニア室内テニス選手権大会
平成27年2月24日付ランキング使用

14才以下 男子シングルス　



1R QF SF F

St R シード  氏　   名  所　   属

1 DA 9 1 福永 海斗 SFC

2 DA 仲川 憲吾 ｳﾞｪﾙﾃﾞ

3 DA 梶本 拓実 ｳｲﾝｸﾞ

4 DA 大久保 辰哉 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ

5 DA 35 4 折戸 寛紀 NPTC

6 DA 安田 周平 苫小牧宮の森SC

7 DA 角谷 駿 釧路ひぶなTC

8 補１ 西垣 友真 ﾐﾝﾄTS

9 DA 櫻井 正明 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

10 DA 青木 翔太郎 UFO

11 DA 西堀 元樹 宮の森SC

12 DA 19 3 湯泉 賢祐 WAVE

13 DA 横山 公紀 札幌光星

14 DA 久保 純喜 札幌LTC

15 DA 富田 誉生 函館中部

16 DA 18 2 本間 悠悟 UFO

シード

1. 福永 海斗

2. 本間 悠悟

3. 湯泉 賢祐

補1. 伊藤 昴 北海 4. 折戸 寛紀

補2. 下天摩 樹 UFO

平成26年度 北海道ジュニア室内テニス選手権大会

16才以下 男子シングルス　 平成27年2月24日付ランキング使用



1R 2R QF SF F

St R シード 	 氏	 	 	 名 	 所	 	 	 属

1 DA 1 1 髙野	 巧馬 函館ﾗｻｰﾙ

髙野	 巧馬

2 DA 田村	 竜一 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸJ 8	 4

髙野	 巧馬

3 DA 井上	 恵太 札幌藻岩 8	 6

井上	 恵太

4 DA 富所	 将輝 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸJ 8	 5

髙野	 巧馬

5 DA 平井	 祐人 NPTC 8	 6

大友	 元貴

6 DA 大友	 元貴 札幌日大 8	 0

大友	 元貴

7 補1 出村	 和輝 旭川東 8	 6

寺嶋	 祐大

8 DA 13 7 寺嶋	 祐大 札幌西 8	 3

横濱	 圭亮

9 DA 6 3 小林	 歩実 尚志学園 8	 2

小林	 歩実

10 DA 伏田	 雄哉 小樽ｸﾞﾘｰﾝ 9	 7

小林	 歩実

11 DA 山本	 裕大 札幌日大 8	 6

山本	 裕大

12 DA 三上	 輝晃 旭川東栄 8	 5

横濱	 圭亮

13 DA 川崎	 慶高 札幌光星 8	 6

川崎	 慶高

14 DA 鈴木	 裕大 札幌藻岩 8	 1

横濱	 圭亮

15 DA 菊地	 耕介 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸJ 8	 0

横濱	 圭亮

16 DA 8 5 横濱	 圭亮 ｳﾞｪﾙﾃﾞ 8	 3

	 加藤	 翼

17 DA 12 6 石川	 椋太 札幌藻岩 8	 5

石川	 椋太

18 DA 皿井	 侑希哉 函館中部 8	 3

高島	 嶺

19 DA 高島	 嶺 ｽｳｨﾝｸﾞ89 9	 8(4)

高島	 嶺

20 DA 山下	 大貴 札幌藻岩 8	 4

長谷川	 颯

21 DA 長谷川	 颯 札幌光星 9	 8(4)

長谷川	 颯

22 DA 岩間	 悠 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸJ 9	 7

長谷川	 颯

23 DA 奥田	 捷人 北海 8	 3

髙岡	 翔

24 DA 7 4 髙岡	 翔 函館ﾗｻｰﾙ 8	 2

加藤	 翼

25 DA 14 8 宮澤	 智輝 ｳﾞｪﾙﾃﾞ 8	 3

宮澤	 智輝

26 DA 大西	 一生 函館ﾗｻｰﾙ 8	 6

宮澤	 智輝

27 DA 菅	 瑞樹 札幌西 8	 4

菅	 瑞樹

28 DA 高島	 陸 尚志学園 9	 7

加藤	 翼

29 DA 小林	 未来 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ 8	 4

猪股	 祐理 1. 髙野	 巧馬

30 DA 猪股	 祐理 尚志学園 8	 4

加藤	 翼 2. 加藤	 翼

31 DA 木村	 瑞規 釧路北陽 8	 5

加藤	 翼 3. 小林	 歩実

32 DA 5 2 加藤	 翼 札幌日大 8	 1

4. 髙岡	 翔

5. 横濱	 圭亮

6. 石川	 椋太

補1. 出村	 和輝 旭川東

7. 寺嶋	 祐大

補2. 辻野	 修太朗 札幌西

8. 宮澤	 智輝

平成26年度	 北海道ジュニア室内テニス選手権大会

18才以下	 男子シングルス　 平成27年2月24日付ランキング使用



1R QF SF F

St R シード  氏     名  所     属

1 DA 93 1 徳田 ひな ｱｸﾃｨﾌﾞ

2 DA 相山 栞里 宮の森SC

3 DA 光野 さやか 恵庭すずらん

4 DA 志賀 瑚華 あけぼのTC

5 DA 124 3 井上 愛子 UFO

6 DA 高島 菜月 あけぼのTC

7 DA 尾形 美侑 SFC

8 DA 石垣 鈴 恵庭すずらん

9 DA 福永 桃加 SFC

10 DA 林 優羅 ｽｳｨﾝｸﾞ89

11 DA 網塚 萌 函館ﾋﾟｱ

12 DA 157 4 宮川 このみ SFC

13 DA 葛西 こと子 函館ﾎﾜｲﾄ

14 DA 寺島 麻 SFC

15 DA 村上 礼音 ﾐﾝﾄTS

16 DA 98 2 駒目 和花 あけぼのTC

シード

１． 徳田 ひな

2． 駒目 和花

補1. 木村 茉莉 宮丘TC 3． 井上 愛子

補2. 上田 愛梨 あけぼのTC 4． 宮川 このみ

平成26年度 北海道ジュニア室内テニス選手権大会

平成27年2月24日付ランキング使用

12才以下 女子シングルス　



14才以下 女子シングルス　 1R QF SF F

St R シード  氏  　名  所 　 属

1 DA 32 1 宮川 あかり ACT

2 DA 沢谷 優香 SFC

3 DA 菊地 にいな Line's Collect.TT

4 DA 齋藤 優寧 SFC

5 DA 45 4 小畑 莉音 ｳｲﾝｸﾞ

6 DA 谷渕 友梨 あけぼのTC

7 DA 松山 寧有 ｳﾞｪﾙﾃﾞ

8 DA 佐々 木菜穂 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

9 DA 米原 千絵 ｽｳｨﾝｸﾞ89

10 DA 澤田 佳歩 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

11 DA 松原 つぐみ ｳｲﾝｸﾞ

12 DA 42 3 黒崎 早絢 ｱｸﾃｨﾌﾞ

13 DA 鈴木 桃奈 宮丘TC

14 DA 木村 由寿 あけぼのTC

15 DA 神林 凜 UFO

16 DA 40 2 工藤 愛菜 ｳｲﾝｸﾞ

シード

１． 宮川 あかり

2． 工藤 愛菜

補1. 小田島 緒聖弥 宮の森SC 3． 黒崎 早絢

補2. 光野 さくら 恵庭すずらん 4． 小畑 莉音

平成26年度 北海道ジュニア室内テニス選手権大会
平成27年2月24日付ランキング使用



16才以下 女子シングルス　 1R QF SF F

St R シード  氏   名  所   属

1 DA 14 1 田巻 日菜乃 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

2 DA 畠山 紗衣 宮の森SC

3 DA 荒木 梨那 札幌光星

4 DA 大友 咲紀 ｴﾙﾊﾞｯﾊ

5 DA 29 4 小林 灯李 宮丘TC

6 DA 有吉 千宙 SFC

7 DA 金内 葵春 ｳﾞｪﾙﾃﾞ

8 DA 菊地 あみ POTA

9 DA 原谷 夏未 UFO

10 DA 森 史佳 ｱｸﾃｨﾌﾞ

11 DA 坪崎 来実 ｴﾙﾊﾞｯﾊ

12 DA 27 3 大久保 杏美 ﾐﾝﾄTS

13 DA 坂尻 若菜 ｽｳｨﾝｸﾞ89

14 DA 佐々木 彩花 ﾐﾝﾄTS

15 DA 湯浅 美穂 POTA

16 DA 22 2 横山 円香 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

シード

１． 田巻 日菜乃

2． 横山 円香

補1. 石川 凜奈 宮の森SC 3． 大久保 杏美

補2. 池田 七海 函館白百合中 4． 小林 灯李

平成26年度 北海道ジュニア室内テニス選手権大会
平成27年2月24日付ランキング使用



1R 2R QF SF F

St R シード 	 氏	 	 	 名 	 所	 	 	 属

1 DA 1 1 東	 優花 札幌日大

東	 優花

2 DA 三浦	 彩夏 北星女 8	 4

東	 優花

3 DA 佐藤	 優美 SFC 8	 3

佐藤	 優美

4 DA 岩花	 優果 岩見沢東 8	 0

東	 優花

5 DA 五ノ井	 祐佳 札幌日大 8	 6

五ノ井	 祐佳

6 DA 熊谷	 沙希 旭川東栄 8	 0

照井	 妃奈

7 DA 井上	 里紗子 札幌清田 8	 3

照井	 妃奈

8 DA 8 5 照井	 妃奈 宮丘TC 8	 4

東	 優花

9 DA 7 4 山口	 ゆり 札幌日大 8	 4

山口	 ゆり

10 DA 西堀	 咲樹 北星女 8	 3

山口	 ゆり

11 DA 寺田	 紗奈絵 函館白百合 8	 2

渡邊	 菜々子

12 DA 渡邊	 菜々子 北星女 8	 2

山口	 ゆり

13 DA 伊藤	 のどか 札幌北 8	 3

長田	 風花

14 DA 長田	 風花 札幌清田 8	 2

長田	 風花

15 DA 青木	 万莉絵 帯広柏葉 8	 4

高橋	 祐奈

16 DA 9 6 高橋	 祐奈 POTA 8	 5

東	 優花

17 DA 10 7 山田	 彩乃 札幌清田 8	 1

山田	 彩乃

18 DA 中川	 璃音 函館白百合 8	 4

稲川	 栞

19 DA 稲川	 栞 北星女 9	 8(1)

稲川	 栞

20 DA 浜辺	 奈緒 札幌第一 8	 4

沖田	 優羽

21 DA 藤原	 蒼泉 札幌第一 8	 3

藤原	 蒼泉

22 DA 末永	 瑠里 北星女 8	 2

沖田	 優羽

23 DA 三浦	 萌香 北星女 8	 0

沖田	 優羽

24 DA 6 3 沖田	 優羽 SFC 8	 2

渡部	 さくら

25 DA 11 8 沢谷	 紀香 SFC 3４RET

沢谷	 紀香

26 DA 横井	 里恵花 札幌日大 8	 1

沢谷	 紀香

27 DA 藤本	 悠那 ｽｳｨﾝｸﾞ89 8	 0

藤本	 悠那

28 DA 高梨	 美陽 SFC 8	 5

渡部	 さくら

29 DA 濱野	 聖菜 札幌清田 8	 2 ｼｰﾄﾞ

濱野	 聖菜 1. 東	 優花

30 DA 酒井	 未来 釧路江南 8	 5

渡部	 さくら 2. 渡部	 さくら

31 DA 工藤	 綾華 北星女 8	 4

渡部	 さくら 3. 沖田	 優羽

32 DA 4 2 渡部	 さくら 札幌清田 8	 1

4. 山口	 ゆり

5. 照井	 妃奈

6. 高橋	 祐奈

補1. 田島	 桂奈 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

7. 山田	 彩乃

補2. 三浦	 華純 札幌清田
8. 沢谷	 紀香

平成26年度	 北海道ジュニア室内テニス選手権大会

18才以下	 女子シングルス　

平成27年2月24日付ランキング使用



12才以下 男子ダブルス

1R SF F

St. R. シード  名　　前  所　　属

89 下天摩 輝 UFO

261 髙野 志恩 ｱｸﾃｨﾌﾞ

江面 隼人 あけぼのTC

小林 恒太 あけぼのTC

佐野 愛斗 Line'ｓ Collect.TT

川上 楓人 Line'ｓ Collect.TT

松本 薫 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ

登坂 知己 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ

工藤 稜介 ｳｲﾝｸﾞ

宮本 快 ｳｲﾝｸﾞ

櫻田 陽 ｳﾞｪﾙﾃﾞ

石川 渓太 ACT

松田 空 釧路ひぶなTC

観野 凌雅 帯広ｳｲﾝｸﾞ

341 長峯 大揮 宮の森SC

341 藤原 陽彩 宮の森SC

シード

下天摩 輝

髙野 志恩

長峯 大揮

藤原 陽彩

平成26年度　北海道ジュニアテニス室内選手権大会　

平成27年2月24日付ランキング使用

1 DA 1

2 DA

3 DA

4 DA

5 DA

6 DA

7 DA

8 DA 2

補 1. 無し 　　　　　　　1.

補 2. 無し 2.



1R SF F

St. R. シード 名　　前 所　　属

15 清水 裕貴 ｳｲﾝｸﾞ

15 鎌田 大夢 SFC

浅野 翔織 POTA

高松 空良 あけぼのTC

高氏 大斗 Line'ｓ Collect.TT

竹下 剛生 ACT

織本 翔伍 ｳﾞｪﾙﾃﾞ

飯田 義晶 ｳﾞｪﾙﾃﾞ

増田 稜生 ｱｸﾃｨﾌﾞ

藤川 侑志郎 ｳｲﾝｸﾞ

本田嵩明 ﾐﾝﾄTS

木林佑太 POTA

藤井 瑞貴 宮の森SC

清水 智貴 ｳｲﾝｸﾞ

74 小泉 連太朗 ｽｳｨﾝｸﾞ89

98 新山 悠永 ｳｪﾙﾈｽｽｸｴｱ

シード

奈良駿佑 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ 清水 裕貴

水上倭 小樽ｸﾞﾘｰﾝ 鎌田 大夢

板本 新太 ｳﾞｪﾙﾃﾞ 小泉 連太朗

森 基唯斗 ｳｲﾝｸﾞ 新山 悠永

平成26年度　北海道ジュニアテニス室内選手権大会　

1４才以下 男子ダブルス 平成27年2月24日付ランキング使用

1 DA 1

2 DA

3 DA

4 DA

補 1.

5 DA

6 DA

1.

補 2. 2.

7 DA

8 DA 2



1R SF F

St. R. シード  名　　前  所　　属

29 西堀 元樹 宮の森SC

29 横内 雄吾 宮丘TC

下天摩 樹 UFO

大久保 辰哉 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸ

横山 公紀 札幌光星

櫻井 正明 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

長 雄希 札幌開成高

伊藤 昴 北海

湯泉 賢祐 WAVE

青木 翔太郎 UFO

三上 翔平 宮の森SC

橋元 啓輔 宮の森SC

仲川 憲吾 ｳﾞｪﾙﾃﾞ

本間 悠悟 UFO

19 福永 海斗 SFC

44 折戸 寛紀 NPTC

シード

鈴木 亮太朗 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ 西堀 元樹

藤﨑 晴大 ｴﾙﾊﾞｯﾊ 横内 雄吾

三浦 柊太 宮の森SC 福永 海斗

金井 駿 ﾐﾝﾄTS 折戸 寛紀

平成26年度　北海道ジュニアテニス室内選手権大会　

16才以下 男子ダブルス 平成27年2月24日付ランキング使用

1 DA 1

2 DA

3 DA

4 DA

補 1.

5 DA

6 DA

1.

補 2. 2.

7 DA

8 DA 2



18才以下	 男子ダブルス

1R QF SF F

St. R. シード 	 名　　前 	 所　　属

4 高島	 陸 尚志学園

5 小林	 歩実 尚志学園

高島	 陸

小林	 歩実

寺嶋	 祐大 札幌西 9	 7

辻野	 修太朗 札幌西

高島	 陸

小林	 歩実

三上	 輝晃 旭川東栄 8	 2

藤﨑	 皓気 旭川東

山本	 裕大

佐藤	 信太朗

山本	 裕大 札幌日大 8	 2

佐藤	 信太朗 札幌日大

高島	 陸

小林	 歩実

6 石川	 椋太 札幌藻岩 8	 2

22 山下	 大貴 札幌藻岩

石川	 椋太

山下	 大貴

白鳥	 大地 北海 8	 1

奥田	 捷人 北海

長谷川	 颯

宮澤	 智輝

長谷川	 颯 札幌光星 8	 6

宮澤	 智輝 ｳﾞｪﾙﾃﾞ

長谷川	 颯

宮澤	 智輝

小林	 未来 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ 8	 2

鈴木	 裕大 札幌藻岩 高島	 陸

小林	 歩実

8	 2

横濱	 圭亮 ｳﾞｪﾙﾃﾞ

佐藤	 亮太 札幌日大

横濱	 圭亮

佐藤	 亮太

大西	 一生 函館ﾗｻｰﾙ 8	 6

西俣	 雷斗 函館ﾗｻｰﾙ

菊地	 耕介

富所	 将輝

菊地	 耕介 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸJ 8	 6

富所	 将輝 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸJ

菊地	 耕介

富所	 将輝

10 髙岡	 翔 函館ﾗｻｰﾙ 8	 6

13 髙野	 巧馬 函館ﾗｻｰﾙ

加藤	 翼

大友	 元貴

岩間	 悠 ﾃﾆｽﾊﾟｰｸJ 8	 3

伏田	 雄哉 小樽ｸﾞﾘｰﾝ

井上	 恵太

佐藤	 智仁

井上	 恵太 札幌藻岩 8	 6

佐藤	 智仁 札幌藻岩

加藤	 翼

大友	 元貴

猪股	 祐理 尚志学園 8	 6

高島	 嶺 ｽｳｨﾝｸﾞ89

加藤	 翼 シード

大友	 元貴

7 加藤	 翼 札幌日大 8	 4 高島	 陸
14 大友	 元貴 札幌日大 小林	 歩実

加藤	 翼

白鳥	 大地 北海 大友	 元貴
奥田	 捷人 北海

髙岡	 翔
岩見	 佳汰 北海 髙野	 巧馬

佐藤	 元規 北海

石川	 椋太

山下	 大貴

DA

DA

補1

DA

3

DA

4.

2.

DA

1.

補	 1.

補	 2.

DA

2

3.

平成26年度	 北海道ジュニアテニス室内選手権大会　

16

15

12

13

14

1

4

DA

DA

DA

DA

11

2

4

6

5

DA

9

DA

1

3

10

平成27年2月24日付ランキング使用

7

DA

DA

8 DA



12才以下 女子ダブルス

1R SF F

St. R. シード 名　　前 所　　属

161 徳田 ひな ｱｸﾃｨﾌﾞ

269 網塚 萌 函館ﾋﾟｱ

上田 愛梨 あけぼのTC

田中 来夢 あけぼのTC

村上 礼音 ﾐﾝﾄTS

湯浅 亜優 ﾐﾝﾄTS

宮川 このみ SFC

尾形 美侑 SFC

葛西 こと子 函館ﾎﾜｲﾄ

井上 愛子 UFO

志賀 瑚華 あけぼのTC

木村 茉莉 宮丘TC

渡邊 心 ｳｲﾝｸﾞ

田中 楓 ｳｲﾝｸﾞ

109 駒目 和花 あけぼのTC

414 高島 菜月 あけぼのTC

シード

林 優羅 ｽｳｨﾝｸﾞ89 徳田 ひな

金内 亜純 ｽｳｨﾝｸﾞ89 網塚 萌

石垣 鈴 恵庭すずらん 駒目 和花

光野 さやか 恵庭すずらん 高島 菜月

平成26年度　北海道ジュニアテニス室内選手権大会　

平成27年2月24日付ランキング使用

1 DA 1

2 DA

3 DA

4 DA

5 DA

6 DA

7 DA

8 DA 2

補 1. 1.

補 2. 2.



1４才以下 女子ダブルス

1R SF F

St. R. シード  名　　前  所　　属

36 宮川あかり ACT

44 木村由寿 あけぼのTC

神林 凜 UFO

森下 菜々美 UFO

小林 育美 ｳｲﾝｸﾞ

風間 詩悠那 ｳｲﾝｸﾞ

杉内 萌夏 あけぼのTC

鈴木 桃奈 宮丘TC

工藤 愛菜 ｳｲﾝｸﾞ

松原 つぐみ ｳｲﾝｸﾞ

黒崎 早絢 ｱｸﾃｨﾌﾞ

佐々木 菜穂 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

小畑 莉音 ｳｲﾝｸﾞ

齋藤 優寧 SFC

81 新宮菜々恵 あけぼのTC

83 谷渕友梨 あけぼのTC

シード

川村優衣 北星女中 宮川あかり

澤田佳歩 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ 木村由寿

光野さくら 恵庭すずらん 新宮菜々恵

高橋凜李 あけぼのTC 谷渕友梨

平成26年度　北海道ジュニアテニス室内選手権大会　

平成27年2月24日付ランキング使用

1 DA 1

2 DA

3 DA

4 DA

5 DA

6 DA

7 DA

8 DA 2

補 1. 1.

補 2. 2.



16才以下 女子ダブルス

1R SF F

St. R. シード  名　　前  所　　属

16 小林灯李 宮丘TC

16 大友咲紀 ｴﾙﾊﾞｯﾊ

畠山紗衣 宮の森SC

原谷夏未 UFO

横山円香 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

有吉千宙 SFC

坪内友里 北星女中

俵谷栞那 北星女中

金内葵春 ｳﾞｪﾙﾃﾞ

坂尻若菜 ｽｳｨﾝｸﾞ89

坪崎来実 ｴﾙﾊﾞｯﾊ

池田七海 函館白百合中

大久保杏美 ﾐﾝﾄTS

菊地あみ POTA

24 田巻日菜乃 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

28 森史佳 ｱｸﾃｨﾌﾞ

シード

佐々木彩花 ﾐﾝﾄTS 小林灯李

尾形茉奈 SFC 大友咲紀

田巻日菜乃

森史佳

平成26年度　北海道ジュニアテニス室内選手権大会　

平成27年2月24日付ランキング使用

1 DA 1

2 DA

3 DA

4 DA

5 DA

6 DA

7 DA

8 DA 2

補 1. 1.

補 2. 無し 2.



18才以下 女子ダブルス

1R QF SF F
R. シード  名　　前  所　　属

1 山口 ゆり 札幌日大
3 東 優花 札幌日大

稲川 栞 北星女
西堀 咲樹 北星女

三浦 彩夏 北星女
末永 瑠里 北星女

横井 里恵花 札幌日大
浅見 優衣 札幌日大

8 山田 彩乃 札幌清田
12 長田 風花 札幌清田

五ノ井 祐佳 札幌日大
志賀 華帆 あけぼのTC

浜辺 奈緒 札幌第一
藤原 蒼泉 札幌第一

山口 彩 札幌日大
小林 萌々 札幌日大

藤本 悠那 ｽｳｨﾝｸﾞ89
田島 桂奈 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

高梨 美陽 SFC
沖田 優羽 SFC

三浦 萌香 北星女
渡邊 菜々子 北星女

14 照井 妃奈 宮丘TC
14 佐藤 優美 SFC

濱野 聖菜 札幌清田
三浦 華純 札幌清田

中川 璃音 函館白百合
寺田 紗奈絵 函館白百合

阿部 遥 市立函館
岡本 莉乃 市立函館

シード

5 渡部 さくら 札幌清田 山口 ゆり
9 井上 里紗子 札幌清田 東 優花

渡部 さくら
工藤 綾華 北星女 井上 里紗子
望月 果歩 北星女

山田 彩乃
伊藤 のどか 札幌北 長田 風花
本庄 真優 札幌北

照井 妃奈
佐藤 優美

平成26年度　北海道ジュニアテニス室内選手権大会　

平成27年2月24日付ランキング使用

1 1

2

3

4

5 3

6

7

8

9

10

11

12 4

13

14

15

16 2 1.

2.
補 1.

3.
補 2.

4.


