
u－12女子 シングルス

1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

1

1 安髙 13 住吉

3 山口 15 片山

1 安髙 18 山田

5 岸本 17 安廣

6 友枝 18 山田

1 安髙 24 木河

7 大蔵 19 新城

9 柳原 21 坂本

7 大蔵 24 木河

10 小松 22 福島

12 吉重 24 木河

(大:チームエリート)

(鹿:鹿屋SST)

(福:ｱｻﾋ緑健久山TC)

u－12女子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

大蔵 好花 (宮:北九州ｳｴｽﾄ) 片山 新城 英万 (沖:STS.Jｒ)
友枝 夢 (宮:油山TC)

大蔵 山田
久保 小松 海遥 (沖:クニナカTS)

森山 和夏 (福:プリンス) 森山
友枝 山口

片山 沙咲 (佐:ﾄﾞﾘｰﾑTS)
福田 紗月 (福:TEAM F) 福田 久保 舞美 (佐:ﾄﾞﾘｰﾑTS)

内野 聡里 (鹿:伊集院Jクラブ) 大蔵 安高 山田 彩乃 (宮:伊集院Jクラブ)

上妻 朱里 (鹿:伊集院Jクラブ) 友枝 坂本 山口 真依寧 (宮:JTTA)

長岡 咲樹 (大:NTCクラブ) 須山 須山 夏菜 (鹿:鹿屋SST)
渡辺 華凛 (大:ﾛｹｰｼｮﾝ)

吉重 安高
中原 中原 妃那 (鹿:鹿屋SST)

岸本 聖奈 (佐:ブライトTC) 吉重
福島 坂本

後藤 彩心 (大:ウェボTS)
毛利 空 (佐:ブライトTC) 福島 藤澤 果歩 (大:ラフ)

吉重 ななこ (宮:ｻﾝｸﾞﾘｰﾝJr) 安高 日渚莉 (長:ABCﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)

福島 菜未 (宮:ﾃﾆｽﾈｯﾄ鹿児島) 坂本 来瞳 (長:ABCﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)

(鹿:シーガイアTA)
(鹿:シーガイアTA)
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補欠2 須山 夏菜

補欠3 長家

優 (宮:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ) 24

補欠1 飛松 杏奈

真唯 (佐:ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC) 23

6362 6362
12 吉重 ななこ (鹿:ｻﾝｸﾞﾘｰﾝJr) 木河

菜未 (鹿:ﾃﾆｽﾈｯﾄ鹿児島) 22

11 畑田 優奈 (佐:ドリームTS)
76(5)64 6160

田重田

来瞳 (大:ABCﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ) 21

6264 6262
10 小松 海遥 (沖:クニナカTS) 福島

(長:ブライトTC) 20

9 柳原 花音 (長:海の中道M&T)
6464 76(2)75

坂本

(沖:ＳＴＳ.Ｊｒ) 19

8 渡辺 華凛 (福:ロケーション)
6260 6464

上奥 ゆめ

7 大蔵 好花 (宮:北九州ウエスト) 新城 英万

6 友枝 夢 (長:油山ＴＣ) 山田 彩乃

安廣 有純 (福:北九州ウエスト) 17

6062 6362
(宮:伊集院Jクラブ) 18

5 岸本 聖奈 (福:ブライトTC)
754675 6363

4 久保 舞美 (佐:ドリームTS) 長岡 咲樹

6275
片山 沙咲 (佐:ドリームTS) 15

6467(4)62 76(4)63

(大:ＮＴＣクラブ) 16

6161
井上 菜々未 (沖:ＴＴＵ) 14

3 山口 真依寧 (鹿:ＪＴＴＡ)
6160

安髙
住吉 凜 (宮:ラフ) 13

2 佐伯 心結 (大:ベルテックス)
6175

6464

6260

2017/1/3～6  

F

1 安髙 日渚莉 (宮:ABCﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ)


