
2018 DUNLOP SRIXSON CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権九州地域予選大会
14GS
日付

09 - 12 2 2018
郡市区町村 Website

印刷済: 2018/02/12 11:44:40
所属団体 郡市町村 Round 1

1 ﾃﾆｽDIVO 福岡 長谷川 晴佳  [1]

2 鹿屋SST 鹿児島 前橋 莉音

3 OTC 大分 野口 愛菜

4 日向学院中 宮崎 矢野 瑞希

5 ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC 福岡 中野 翔七

6 やまとｼﾞｭﾆｱTC 佐賀 仲村 悠花

7 ﾃﾆｽDIVO 福岡 小田 陽菜

8 ｸﾗｰｼﾞｭTS 熊本 梅田 萌果  [6]

9 ﾃﾆｽDIVO 福岡 小路 あかり [4]

10 ﾗﾌ 大分 住吉 凜

11 MｼﾞｮｲTC 沖縄 下地 美満

12 ﾄﾞﾘｰﾑTS 福岡 畑田 優奈

13 油山TC 福岡 清水 真央

14 ﾄﾞﾘｰﾑTS 福岡 片山 沙咲

15 風Jr 長崎 川上 くるみ

16 ITS九州Jr 佐賀 山下 真凜

17 ﾗﾌ 大分 伊賀上 瑛穂  [5]

18 ﾙｰｾﾝﾄTA熊本 熊本 坂本 来瞳

19 清鈴ｸﾗﾌﾞ 鹿児島 山田 彩乃

20 ｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰ 福岡 宮原 千佳

21 海の中道M&T 福岡 柳原 花音

22 太閤ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 佐賀 毛利 優奈

23 MTF 宮崎 益山 季子

24 ﾄﾞﾘｰﾑTS 福岡 上田 真鈴  [3]

25 ﾙｰｾﾝﾄTA熊本 熊本 安髙 日渚莉  [8]

26 ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC 福岡 藤本 夏鈴

27 ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC 福岡 田重田 真唯

28 ｼｰｶﾞｲｱJr 宮崎 十川 仁美

29 ﾃﾆｽDIVO 福岡 小田 菜摘

30 ﾏﾙﾖｼ商会 長崎 渡邊 彩花

31 ｻｸｾｽNo1 沖縄 友寄 愛加理

32 ﾄﾞﾘｰﾑTS 福岡 堀江 菜実  [2]

Round 2

長谷川 晴佳  [1]
 6-3 6-0 

野口 愛菜

 6-1 6-2 

中野 翔七

 6-1 6-1 

梅田 萌果  [6]
 6-3 6-1 

小路 あかり [4]
 6-4 6-2 

下地 美満

 6-1 6-2 

清水 真央

 6-1 6-1 

川上 くるみ

 6-0 6-1 

伊賀上 瑛穂  [5]
 6-1 6-3 

宮原 千佳

 6-0 6-1 

柳原 花音

 6-4 6-3 

上田 真鈴  [3]
 6-0 6-2 

安髙 日渚莉  [8]
 6-1 6-1 

十川 仁美

 6-3 4-6 6-4 

小田 菜摘

 4-6 6-1 6-2 

堀江 菜実  [2]
 3-6 6-2 6-2 

Quarterfinals

長谷川 晴佳  [1]
 6-3 6-4 

中野 翔七

 6-4 6-4 

下地 美満

 6-3 6-2 

清水 真央

 6-1 6-4 

宮原 千佳

 6-1 6-1 

上田 真鈴  [3]
 6-0 6-0 

安髙 日渚莉 [8]
 6-0 6-1 

堀江 菜実  [2]
 6-0 6-1 

Semifinals

長谷川 晴佳  [1]
 7-5 7-6(5) 

下地 美満

 6-3 4-6 6-2 

宮原 千佳

 6-4 6-2 

堀江 菜実  [2]
 6-4 6-2 

下地 美満順位  3-4

宮原 千佳

Final

長谷川 晴佳  [1]
 6-2 6-3 

堀江 菜実  [2]
 6-3 6-3 

宮原 千佳

 6-3 7-6 

堀江 菜実  [2]
 6-4 6-2 

# シード選手

1 長谷川 晴佳

2 堀江 菜実

3 上田 真鈴

4 小路 あかり

5 伊賀上 瑛穂

6 梅田 萌果

8 安髙 日渚莉

# 補欠 Replacing
1 片山 沙咲

2 山下 真凜

ドロー日時  09 1 2018 19:07 
 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名



2018 DUNLOP SRIXSON CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権九州地域予選大会
14GS - 順位 5-8
日付

09 - 12 2 2018
郡市区町村 Website

印刷済: 2018/02/12 11:44:40
Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals

中野 翔七順位  5-8

清水 真央

上田 真鈴  [3]

安髙 日渚莉  [8]

Final

中野 翔七

 3-6 7-5 6-2 

安髙 日渚莉  [8]
 7-5 6-2 

清水 真央順位  7-8

上田 真鈴  [3]

勝者

中野 翔七

 3-6 6-4 6-4 

清水 真央

 6-2 6-1 

# シード選手

1 長谷川 晴佳

2 堀江 菜実

3 上田 真鈴

4 小路 あかり

5 伊賀上 瑛穂

6 梅田 萌果

8 安髙 日渚莉

# 補欠 Replacing
1 片山 沙咲

2 山下 真凜

ドロー日時  09 1 2018 19:07 
 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名


