
u－16女子 シングルス

1Ｒ 2Ｒ QF SF SF QF 2Ｒ 1Ｒ

1

1 元山 13 秦

3 西 15 糸山

1 元山 16 堀江

5 中村 16 堀江

6 平原 16 堀江

1 元山 24 枡富

7 済陽 19 倉岡

9 後藤 21 安東

7 済陽 24 枡富

11 中村 22 山田

11 中村 24 枡富

u－16女子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

元山 未優 (鳳凰高校) 後藤 紫村 文音 (アサヒ緑健久山TC)

中村 姫乃 (佐世保ＬＴＣ)
元山 平石

高橋 床田 真唯 (グランディール)

蓑田 さくら (ＪＯＧ’Ｓ) 藤
中村 大山

後藤 悠月 (ウェボＴＳ)
宮崎 和花 (ＳＯＩＡＲＥ) 秦 高橋 光 (ＯＴＣ)

藤 ひなた (海の中道Ｍ＆Ｔ) 元山 平原 平石 琳音 (鹿児島純心高)
秦 芽生 (福岡パシフィック) 中村 中村 大山 真由 (鹿屋ＳＳＴ)

済陽 笑美花 (ライジングサンHJC) 溝添 溝添 真菜 (ＡＣＴながさき)

長友 愛 (ライジングサンHJC)

済陽 平原
後藤 後藤 綾伽 (ラフ)

丸山 華音 (丸山Ｔ.Ｔ.Ｃ) 糸山
長友 中村

山田 桃華 (伊集院Jクラブ)

福岩 莉子 (エアポートTC) 森 大久保 真央 (伊集院Jクラブ)

糸山 日菜 (ファインヒルズJr) 平原 彩香 (九州文化学園高)

森 ゆきの (木下庭球塾) 中村 倫花 (九州文化学園高)
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1 元山 未優 (鳳凰高校)
元山

秦 芽生 (福岡パシフィック) 13

2 高橋 英 (大原ＴＣ)
6263 632662

染矢 美来 (ロイヤルJr) 14

3 西 奈瑠美 (伊集院Jクラブ)
6062 76(4)

糸山 日菜 (ファインヒルズJr) 15
6161 6262 67(3)63

4 長友 愛 (ライジングサンHJC) 堀江 菜実 (ドリ－ムＴＳ) 16

5 中村 姫乃 (桜が原中学校)
67(8)64 6175

藤 ひなた (海の中道Ｍ＆Ｔ) 17
6164 601660

6 平原 彩香 (九州文化学園高) 小無田

75

栞 (長崎ゼロックス) 18
6260 7560

7 済陽 笑美花 (ライジングサンHJC) 倉岡 彩夏 (ＲＫＫルーデンス) 19

8 福元 千依吏 (鹿屋ＳＳＴ)
166364 6164

大山 真由 (鹿屋ＳＳＴ) 20

9 後藤 綾伽 (ラフ)
6275 6262

安東 琴 (アサヒ緑健久山TC) 21
6261 166464

10 杉田 千紘 (ロケーション) 山田 桃華 (伊集院Jクラブ) 22

11 中村 倫花 (九州文化学園高)
6464 6163

臺 百華 (テニスＤＩＶＯ) 23
751663 7561

12 大﨑 みらの (北九州ウエスト) 枡富 あやめ (九州文化学園高) 24

補欠1 香月 琴菜 (佐賀ＧＴＣ)

補欠2 武藤 ひまり (ＧＣＳアカデミー)

補欠3 宇戸田 こはく (ロイヤルJr)
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補欠
堀江 菜実 (ドリ－ムＴＳ)
杉田 千紘 (ロケーション)


