
2012/8/27～31

博多の森テニス競技場

1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

シード順位
本戦8 1 足立 菊華 (福･柳川高)

本戦9 2 河原 未佳 (福･柳川高)

本戦10 3 中道 真子 (鹿･鳳凰高)

本戦4 #N/A #N/A #N/A 本戦11 4 福永 雛乃 (鹿･池田高)

本戦5 #N/A #N/A #N/A 本戦12 4～5

本戦6 #N/A #N/A #N/A 本戦13 6

本戦7 #N/A #N/A #N/A 本戦14

本戦8 #N/A #N/A #N/A 8

1R 2R SF SF 2R 1R

大嶺 真緒 (沖・沖縄尚学高) 大嶺 足立 足立 菊華 (福･柳川高)

楚南 美波 (沖・沖縄尚学高) 楚南 大石 大石 歩美 (福･柳川高)

河野 宥菜 (福･柳川高) 中道 足立 河原 未佳 (福･柳川高)

坂田 美奈子 (福･柳川高) 金田 大石 馬場 奈々瀬 (福･柳川高)

中道 真子 (鹿･鳳凰高) 中道 嶋田 嶋田 早貴 (福・折尾愛真高）

金田 朱莉 (鹿･鳳凰高) 金田 阿部 阿部 祐梨子 (福･折尾愛真高)

矢吹 恵梨 (福･筑紫女学園高) 曽我 足立 矢野 優貴 (福･折尾愛真高)

南 朝香 (福･筑紫女学園高) 池田 大石 小長井 沙矢香 (福･折尾愛真高)

羽生 愛美 (鹿･鹿児島純心女子高) 曽我 牛迫 中嶌 瑞希 (長･九州文化学園)

福永 雛乃 (鹿･池田高) 池田 島田 長澤 由佳 (長･九州文化学園)

曽我 朋世 (鹿･鹿児島県TA) 曽我 山上 牛迫 玲菜 (沖･沖縄尚学高)

池田 紗也 (鹿･鹿児島県TA) 池田 山口 島田 絵理花 (沖・沖縄尚学高)

中村 優里 (熊･熊本学園大附属高) 高山 山上 山上 舞 (福･福大若葉高)

橋本 幸香 (熊･玉名高) 伊藤 山口 山口 あやみ (福･福大若葉高)

高山 奈津実 (大･福徳学院高) 川田 実央 (福･柳川高)

伊藤 有希 (大･福徳学院高) 河村 美咲 (福・柳川高）

17 大石 大石 歩美 (福･柳川高) 17

( １８才以下女子シングルス )

本　　　　　戦

F

1 足立 菊華 (福･柳川高) 1 足立

馬場 奈々瀬 (福･柳川高) 18

3 大橋 莉子 (鹿･鳳凰高) 4 吉田

足立 6 山口 17 大石 802 矢吹 恵梨 (福･筑紫女学園高) 80 1

晴香 (大･福徳学院高) 19

4 吉田 ひかり (長･海星高) 82 6 山口

82 86 83 19 長嵜 長嵜

20

5 島田 絵理花 (沖・沖縄尚学高) 6 山口 84 81 21

17 大石 81 浦川 ひかる (福･折尾愛真高)

楚南 楚南 美波 (沖・沖縄尚学高) 21

6 山口 あやみ (福･福大若葉高) 81 千紗 (福･筑紫丘高) 22

7 牛迫 玲菜 (沖･沖縄尚学高) 7 牛迫 86

6 山口 24 中道 86 紫藤

23

8 桑原 千海 (沖･Gen TS) 81 6 山口 17 大石

86 24 中道 山上 舞 (福･福大若葉高)

86 中道 真子 (鹿･鳳凰高) 24

9 福永 雛乃 (鹿･池田高) 9 真緒 (沖・沖縄尚学高) 25

10 伊藤 有希 (大･福徳学院高) 84 9 福永

福永 82 82 25 大嶺 大嶺

26

11 本多 由芽 (佐･鳥栖高) 12 阿部 84 83 28

25 大嶺 81 川副 優花 (福･柳川高)

河村 吉塚 玲菜 (福･筑陽学園高) 27

12 阿部 祐梨子 (福･折尾愛真高) 83 美咲 (福・柳川高） 28

13 中村 優里 (熊･熊本学園大附属高) 13 中村 84

9 福永 25 大嶺 82 河村

29

14 牧田 奈凡 (鹿･鳳凰高) 82 13 中村 30 嶋田

86 30 嶋田 高倉 千幸 (福･筑陽学園高)

83 嶋田 早貴 (福・折尾愛真高） 30

15 金田 朱莉 (鹿･鳳凰高) 16

未佳 (福･柳川高) 32

本戦出場選手

( １８才以下女子ダブルス )

本　　　　　戦

奈津実 (大･福徳学院高) 31

16 中嶌 瑞希 (長･九州文化学園) 85 81 河原

中嶌 85 97 31 高山 高山
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