
u－14女子 シングルス

1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

12

1 長谷川 13 伊賀上

2 有馬 14 清水

1 長谷川 18 小林

5 渡邉 16 森

5 渡邉 18 小林

12 大蔵 24 安髙

9 中野 21 上田

9 中野 21 上田

12 大蔵 24 安髙

10 住吉 23 古長

12 大蔵 24 安髙

u－14女子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

上田 真鈴 (ドリ－ムＴＳ) 大蔵 大蔵 好花 (北九州ウエスト)

清水 真央 (油山ＴＣ)
上田 大蔵

賀久 賀久 響 (北九州ウエスト)

古長 果歩 (ウェボＴＳ) 古長
清水 賀久

山田 彩乃 (清鈴クラブ)
佐伯 心結 (ラフ) 佐伯 有馬 さくら (伊集院Jクラブ)

川上 くるみ (風Ｊｒ) 上田 野口 安髙 日渚莉 (ルーセントTA熊本)

末吉 彩望 (南島原ｼﾞｭﾆｱ) 清水 伊賀上 梅田 萌果 (クラージュTS)

長谷川 晴佳 (テニスＤＩＶＯ) 矢野 矢野 瑞希 (日向学院中)
小林 杏菜 (海の中道Ｍ＆Ｔ)

長谷川 野口
長友 長友 優音 (シーガイアＴA)

前橋 莉音 (鹿屋ＳＳＴ) 住吉
小林 伊賀上

渡邊 彩花 (マルヨシ商会)
須山 夏菜 (鹿屋ＳＳＴ) 渡邉 安藤 夏葵 (マルヨシ商会)

住吉 凜 (ラフ) 野口 愛菜 (ＯＴＣ)
渡邉 華凜 (ロケーション) 伊賀上 瑛穂 (ラフ)
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1 長谷川 晴佳 (テニスＤＩＶＯ)
大蔵

伊賀上 瑛穂 (ラフ) 13

2 有馬 さくら (伊集院Jクラブ)
6060 7575

清水 真央 (油山ＴＣ) 14

3 仲町 眞由子 (油山ＴＣ)
6367(5) 6160

安藤 夏葵 (マルヨシ商会) 15
6460 6375

4 柳原 花音 (海の中道Ｍ＆Ｔ) 森 珠璃 (福岡パシフィック) 16

5 渡邉 華凜 (ロケーション)
6262 6262

益山 季子 (ライジングサンHJC) 17
6264 6161

6 渡邊 彩花 (マルヨシ商会) 小林 杏菜 (海の中道Ｍ＆Ｔ) 18
6362 643663

7 野口 愛菜 (ＯＴＣ) 梅田 萌果 (クラージュTS) 19

8 山田 彩乃 (清鈴クラブ)
6064 6062

古野 ももか (グローバルアリーナ) 20

9 中野 翔七 (ファインヒルズTC)
6461 6361

上田 真鈴 (ドリ－ムＴＳ) 21
6360 2676(9)

10 住吉 凜 (ラフ) 小田 菜摘 (テニスＤＩＶＯ) 22

11 水口 愛果 (テニスＤＩＶＯ)
6064 466262

古長 果歩 (ウェボＴＳ) 23
6362 6061

12 大蔵 好花 (北九州ウエスト) 安髙 日渚莉 (ルーセントTA熊本) 24

補欠1 福島 菜未 (テニスネットかごしま)

補欠2 十川 仁美 (シーガイアＴA)

補欠3 中山 碧泉 (長崎大学附属中)
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補欠
太田 葵 (佐世保ＬＴＣ)

中山 碧泉 (長崎大学附属中)


