
u－18女子 シングルス
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18

1 牛尾 14 本田

3 田上 14 本田

1 牛尾 18 木本

5 藤永 16 古賀

6 大坪 18 木本

1 牛尾 18 木本

7 鞍垣 20 山本

8 佐藤 20 山本

7 鞍垣 20 山本

11 松本 22 村山

12 中島 24 荒武

u－18女子 ダブルス

1Ｒ 2Ｒ ＳＦ 2Ｒ 1Ｒ

中島 つぐみ (福徳学院高) 古賀 古賀 里奈 (致遠館高)
臺 涼華 (福徳学院高)

中島
木本

中村 中村 友紀 (致遠館高)

冨濱 祥子 (鹿児島純心高) 冨濱
臺 山本 小野 祐嘉 (折尾愛真高)

浅谷 　梨子 (鹿児島純心高) 浅谷 林 明日香 (折尾愛真高)

白谷 美佳 (折尾愛真高) 中島 木本 木本 海夢夏 (ラフ)
福田 優 (折尾愛真高) 臺 山本 山本 未来 (福岡パシフィック)

空久保 果音 (鳳凰高校) 田上 山口 倫慧綺 (鹿児島純心高)
中村 香里 (鳳凰高校)

鞍垣
田上

佐藤 佐々木 舞帆 (鹿児島純心高)

松本 瑞希 (熊本学園大付高) 鞍垣
紫藤 佐藤

田上 慧 (鳳凰高校)
木庭 千紘 (熊本学園大付高) 紫藤 佐藤 有優 (鳳凰高校)

鞍垣 絢 (筑紫丘高) 牛尾 成美 (九州文化学園高)

紫藤 優菜 (筑紫丘高) 若林 芽衣 (九州文化学園高)
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田上 慧 (鳳凰高校)
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補欠2 山口 倫慧綺 (鹿児島純心高)

補欠3

芽菜
64

(福徳学院高)河野 海来

(宮崎商業高校) 24

補欠1 宮崎 優空 (熊本工業高校)

友希 (鹿児島実業高) 23
3676(5) 6163

12 中島 つぐみ (福徳学院高) 荒武

瑠菜 (折尾愛真高) 22

11 松本 瑞希 (熊本学園大付高)
753675 6076(4)

中濱

10 冨濱 祥子 (鹿児島純心高) 村山

6264
柴藤9 若林 芽衣 優菜 (筑紫丘高) 21

635764 576261

山本 未来 (福岡パシフィック)

(九州文化学園高)
6175

8 佐藤 有優 (鳳凰高校)

7 鞍垣 絢 (筑紫丘高) 中村

6061

(ラフ) 18
6363 6462

6363

香里 (鳳凰高校) 19

20

(熊本学園大付高) 17
7576(5) 6364

6 大坪 花 (ファインヒルズTC) 木本 海夢夏

(致遠館高) 16

5 藤永 笑子 (長崎ゼロックス)
76(5)62 615763

木庭 千紘

15
366262 6375

4 空久保 果音 (鳳凰高校) 古賀 里奈

本田 恵琉 (九州文化学園高) 14

3
6060 466161

香川 涼 (筑陽学園高校)

白谷 美佳 (折尾愛真高) 13

2 浅谷 梨子 (鹿児島純心高)
6362 266275
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1 牛尾 成美 (九州文化学園高)
木本


