
u－12女子 シングルス

1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

1

1 木河 13 中原

2 平岡 14 水口

1 木河 18 安廣

4 前橋 17 森

6 井上 18 安廣

1 木河 24 岸本

7 吉重 19 工藤

8 毛利 20 後藤

7 吉重 24 岸本

11 橋本 23 平原

12 笠原 24 岸本

u－12女子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

中原 妃那 (風Ｊｒ) 平原 平原 凛子 (テニスＤＩＶＯ)

山内 美弥 (風Ｊｒ)
吉重 笠原

橋本 橋本 幸美 (テニスＤＩＶＯ)

荒巻 美結 (スター熊本庭球塾) 吉重
平岡 水口

高倉 奈央 (ラフ)
倉岡 帆花 (スター熊本庭球塾) 平岡 深町 友実加 (ラフ)

吉重 ななこ (サングリーンJr) 岸本 笠原 笠原 亜美 (ルーセントTA熊本)

平岡 里彩 (エアポートＴＣ) 安廣 水口 水口 由貴 (クリーンビレッジTC)

毛利 空 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 前橋 前橋 美憂 (鹿屋ＳＳＴ)
井上 菜々未 (ＴＴＵ)

岸本 前橋
隈元 隈元 にこ (伊集院Jクラブ)

岸本 聖奈 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 岸本
安廣 隈元

髙見 葵 (マルヨシ商会)
安廣 有純 (北九州ウエスト) 安廣 芳野 里帆 (長崎ゼロックス)

工藤 里菜 (ラフ) 嘉数 ちひろ (ＴＣμ)
姫野 蘭 (大分Jｒ) 宇都宮 早絵 (ＴＣμ)
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1 木河 優 (team.緑)
木河

中原 妃那 (風Ｊｒ) 13

2 平岡 里彩 (エアポートＴＣ)
6161 6162

水口 由貴 (クリーンビレッジTC) 14

3 藤井 柚 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ)
623661 6162

松岡 栞里 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 15
6063 6276(7)

4 前橋 美憂 (鹿屋ＳＳＴ) 前原 唯乃 (シーガイアＴA) 16

5 福田 紗月 (ＴＥＡＭ Ｆ)
67(7)64 6160

森 音羽 (ＢＳＳＡ久留米) 17
6263 W.O

6 井上 菜々未 (ＴＴＵ) 安廣

64

有純 (北九州ウエスト) 18
6362 7563

7 吉重 ななこ (サングリーンＪｒ) 工藤 里菜 (ラフ) 19

8 毛利 空 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ)
6262 6261

後藤 彩心 (ウェボＴＳ) 20

9 草場 椎奈 (ＩＴＳ九州)
6160 6363

美山 くらら (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 21
6476(4) 6260

10 隈元 にこ (伊集院Jクラブ) 姫野 蘭 (大分Ｊｒ) 22

11 橋本 幸美 (テニスＤＩＶＯ)
6164 6264

平原 凛子 (テニスＤＩＶＯ) 23
7560 6276(4)

12 笠原 亜美 (ルーセントTA熊本) 岸本 聖奈 (ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ) 24

補欠1 嘉数 ちひろ (ＴＣμ)

補欠2 高田 朋実 (チームエリート)

補欠3 最上川 奈緒 (ＫＴＣ)
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補欠
福田 紗月 (ＴＥＡＭ Ｆ)

小田 凛花 (ＳＮＴＣ)


