
u－14女子 シングルス

1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

7

1 野口 13 小林

2 糸山 15 杉田

6 堀江 18 大坪

5 西 16 安東

6 堀江 18 大坪

7 中川原 21 長谷川

7 中川原 21 長谷川

9 大蔵 21 長谷川

7 中川原 21 長谷川

11 長友 22 秦

12 中村 24 倉岡

(佐:木下庭球塾)

(福:ウェボTS)

(大:ラフ)

u－14女子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

大坪 花 (佐:ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞJr) 長谷川 大久保 真央 (鹿:伊集院Jクラブ)
中川原 凜 (佐:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ)

大坪 堀江

伊賀上 山田 桃華 (鹿:伊集院Jクラブ)

上田 真鈴 (宮:ドリームTS) 上田

中川原 杉田
長谷川 晴佳 (宮:ＤＩＶＯ)

清水 真央 (宮:油山ＴＣ) 清水 伊賀上 瑛穂 (宮:ラフ)

梅田 萌果 (鹿:クラージュTS) 大坪 堀江 堀江 菜実 (宮:ドリームTS)

中山 椎菜 (鹿:RKKﾙｰﾃﾞﾝｽ) 中川原 杉田 杉田 千紘 (宮:ロケーション)

松永 祐依子 (福:ｱｻﾋ緑健久山TC) 長友 長友 愛 (宮:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC)

安東 琴 (福:ｱｻﾋ緑健久山TC)
松永 長友

歌津 歌津 穂乃香 (宮:ｽﾏｲﾙﾃﾆｽﾗﾎﾞ)

宮城 利佳 (沖:西原中) 宮城
安東 歌津

高橋 光 (大:ＯＴＣ)
星 海 (沖:eクラブJr) 星 藍澤 咲輝 (大:大分Jr)

西 奈瑠美 (宮:伊集院Jクラブ) 中村 姫乃 (長:佐世保LTC)
福元 千依吏 (宮:鹿屋ＳＳＴ) 末吉 彩望 (長：南島原ｼﾞｭﾆｱ）

(佐:ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞJr)
(佐:木下庭球塾)
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補欠2 林田 明優

補欠3 後藤 綾伽

(宮:RKKﾙｰﾃﾞﾝｽ) 24

補欠1 森 ゆきの

ＳＦ

(大:GCSｱｶﾃﾞﾐｰ) 23

6361 6260
12 中村 姫乃 (長:佐世保LTC) 倉岡 彩夏

(福:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ) 22

11 長友 愛 (宮:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC)
6363 7562

武藤 ひまり

(宮:ＤＩＶＯ) 21

6364 6476(5)

10 星 海 (沖:eクラブJr) 秦 芽生

(長:海の中道M&T) 20

9 大蔵 好珠 (福:北九州ｳｴｽﾄ)
6462 6263

長谷川 晴佳

(沖:西原中) 19

8 染矢 美来 (鹿:延岡ﾛｲﾔﾙTC)
6264 6261

藤 ひなた

7 中川原 凜 (佐:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ) 宮城 利佳
166362 76(2)62

6 堀江 菜実 (宮:ﾄﾞﾘｰﾑTS) 大坪 花

山田 桃華 (鹿:伊集院Jクラブ) 17

6260 6475
(佐:ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞJr) 18

5 西 奈瑠美 (鹿:伊集院Jクラブ)
6360 6361

4 伊賀上 瑛穂 (福:ラフ) 安東 琴

6164
杉田 千紘 (大:ロケーション) 15

752675 6262
(宮:ｱｻﾋ緑健久山TC) 16

6076(5)

清水 真央 (福:油山TC) 14

3 平川 桃子 (沖:Scratch Jr)
6076(4)

中川原
小林 杏菜 (長:海の中道M&T) 13

2 糸山 日菜 (大:ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞJr)
7564

6463

6363

2017/1/3～6  

F

1 野口 和佳奈 (佐:海の中道M&T)


