
u－18女子 シングルス

1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

1

1 坂本 14 中島

3 須佐 14 中島

峰 花梨 (佐:太閤TC)

須佐 真優 (大:大分上野丘高) 1 坂本 18 郡

4 内田 17 内山

4 内田 18 郡

1 坂本 24 松下

7 鞍垣 21 白谷

9 佐野 21 白谷

12 井本 24 松下

10 知名 23 吉田

12 井本 24 松下

(鹿:鹿児島実業高)

(大:大分上野丘高)

(鹿:鹿児島実業高)

u－18女子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

大渡 菫 (宮:鹿児島中央高) 原口 原口 紗綺 (佐:致遠館高)
元山 果南 (宮:鹿児島中央高)

大渡 知名
中村 中村 友紀 (佐:致遠館高)

中濱 友希 (鹿:鹿児島実業高) 吉田
元山 伊波

重田 結衣子 (鹿:鹿児島中央高)

中島 優紀 (鹿:鹿児島実業高) 松川 川添 理紗 (鹿:鹿児島中央高)

吉田 伽帆 (佐:九州学院高) 大渡 井本 知名 真歩 (沖:首里高)
松川 由佳子 (佐:九州学院高) 元山 坂本 伊波 実花子 (沖:首里高)

山本 未来 (佐:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ) 井本 山口 紗耶馨 (鹿:鹿児島実業高)

内山 ほのか (佐:ITS九州)
山本 井本

坂本 諏訪原 葵 (鹿:鹿児島実業高)

郡 芽菜 (宮:宮崎商業高) 中島
内山 坂本

井本 海月 (宮:宮崎商業高)

渡辺 栞凪 (宮:延岡ﾛｲﾔﾙTC) 臺 坂本 陽菜 (宮:宮崎日大高)

中島 つぐみ (大:福徳学院高) 福田 優 (福:折尾愛真高)

臺 涼華 (大:福徳学院高) 白谷 美佳 (福:折尾愛真高)

(宮:鹿実クラブ)
(宮:鹿実クラブ)
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1 坂本 陽菜 (宮:宮崎日大高)
坂本

松尾 香音 (大:別府鶴見丘高) 13

2 北原 樹音 (鹿:樟南高)
6162 366462

中島 つぐみ (福:福徳学院高) 14

3
6060 367575

重田 結衣子 (鹿:鹿児島中央高) 15

6061 640664
4 内田 朱音 (大:福徳学院高) 伊波 実花子 (沖:首里高) 16

5 渡辺 栞凪 (宮:延岡ﾛｲﾔﾙTC)
7575 6064

内山 ほのか (長:ITS九州) 17

6264 6263
6 山本 未来 (長:福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ) 郡 芽菜 (宮:宮崎商業高) 18

6376(3
)

7 鞍垣 絢 (福:筑紫丘高) 石坂
466261 6175

(大:大分上野丘高)
76(4)62

桃子 (沖:向陽高) 19

8 山口 紗耶馨 (鹿:鹿児島実業高)
6263

美佳 (福:折尾愛真高) 21

466362 6161

元山 果南 (宮:鹿児島中央高) 20

葵10 知名 真歩 (沖:首里高) 諏訪原

67(3)6161

白谷9 佐野 利奈

(鹿:鹿児島実業高) 22

11 大渡 菫 (佐:鹿児島中央高)
6276(5) 6475

吉田 伽帆 (佐:九州学院高) 23

6175 6464
12 井本 海月 (宮:宮崎商業高) 松下 菜々 (長:佐世保LTC) 24

補欠1 新留 真子

補欠2 須佐 真優
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