
u－16女子 シングルス

1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

24

1 木本 13 藤永

2 髙橋 15 小林

1 木本 18 山田

4 横松 16 河合

4 横松 18 山田

1 木本 24 本田

7 中村 19 田中

9 小無田 21 林

7 中村 24 本田

10 大崎 23 済陽

12 元山 24 本田

(鹿:伊集院Jクラブ)

(福:折尾愛真中)

(佐:鹿屋SST)

u－16女子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

本田 恵琉 (長:佐世保LTC) 塩見 藤永 笑子 (佐:長崎ｾﾞﾛｯｸｽ)

平原 彩香 (長:ＤＩＶＯ)
本田 中村

古川 小無田 栞 (佐:青雲中)

古長 真奈 (福:ウェボTS) 佐藤
平原 元山

塩見 帆乃夏 (大:ＫＴＣ)
後藤 悠月 (福:ウェボTS) 前原 古川 想 (大:ｽﾏｲﾙﾃﾆｽﾗﾎﾞ)

佐藤 唯 (鹿:伊集院Jクラブ) 本田 中村 中村 香里 (鹿:佐賀GTC)
前原 愛香 (鹿:ＡＴＡ) 平原 元山 元山 未優 (鹿:アリムラTA)

西 萌花 (大:ドリームTS) 田中 原田 彩海 (福:折尾愛真中)

大神 陽恵 (大:北九州ｳｴｽﾄ)
済陽 山口

吉村 村山 瑠菜 (福:折尾愛真中)

済陽 笑美花 (宮:ＭＴＦ) 済陽
山田 浅谷

田中 美玖 (鹿:柳川ｳｨｽﾃﾘｱ)

山田 梨香子 (宮:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC) 山田 吉村 萌佳 (鹿:ドリームTS)

渡久地 葵葉 (沖:ＧｅｎＴＳ) 山口 倫慧綺 (宮:ＪＴＴＡ)
植村 美海 (沖:ＧｅｎＴＳ) 浅谷 梨子 (宮:G-Quest)

(佐:九州学院高)
(佐:熊本学園付高)
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補欠2 原田 彩海

補欠3 大山

(宮:佐世保LTC) 24

補欠1 佐藤 唯

ＳＦ

(鹿:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC) 23

6162 6363
12 元山 未優 (宮:アリムラTA) 本田 恵琉

(長:ＤＩＶＯ) 22

11 後藤 悠月 (福:ウェボTS)
622660 6362

済陽 笑美花

(佐:佐賀GTC) 21

366463 6363
10 大崎 みらの (沖:北九州ｳｴｽﾄ) 平原 彩香

(沖:ﾄﾞﾘｰﾑTS) 20

9 小無田 栞 (長:青雲中)
6263 6463

林 愛莉

(大:柳川ｳｨｽﾃﾘｱ) 19

8 屋形 日菜乃 (鹿:九州学院高)
6360 6264

西 萌花

7 中村 香里 (佐:佐賀GTC) 田中 美玖

6 大神 陽恵 (大:北九州ｳｴｽﾄ) 山田 梨香子

空久保 果音 (佐:ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞJr) 17

635761 7562
(宮:ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝHJC) 18

5 石川 さくら (沖:Scratch Jr)
611661 6476(2)

4 横松 さくら (鹿:ﾄﾞﾘｰﾑTS) 河合 歩

6263
小林 杏珠 (大:海の中道M&T) 15

6160 6263
(福:ウェボTS) 16

6362
山口 倫慧綺 (鹿:ＪＴＴＡ) 14

3 山本 綾菜 (大:JWS Academy)
6460

本田
藤永 笑子 (長:長崎ｾﾞﾛｯｸｽ) 13

2 髙橋 英 (福:大原TC)
6260

2676(3)63

76(9)61

2017/1/3～6  

F

1 木本 海夢夏 (宮:ラフ)


