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所属団体 郡市町村 Round 1

1 太宰府西小 福岡 岸本 聖奈  [1]

2 とよみ小 沖縄 嘉数 ちひろ

3 大在小 大分 姫野 蘭

4 国分西小 鹿児島 平岡 里彩

5 粕屋西小 福岡 松本 季実果

6 放虎原小 長崎 本川 澄

7 東小 宮崎 坂元 美姫

8 修多羅小 福岡 岩中 暮里

9 原良小 鹿児島 吉重 ななこ  [3]

10 東郷小 福岡 中川原 冴

11 若狭小 沖縄 石嶺 妃菜

12 二日市北小 福岡 美山 くらら

13 大志小 佐賀 青山 桃子

14 北部東小 熊本 福澤 麻衣

15 別保小 大分 後藤 彩心

16 稗田小 福岡 橋本 幸美  [6]

17 鳥飼小 福岡 水口 由貴

18 城南小 大分 髙倉 奈央

19 本郷小 宮崎 前原 唯乃

20 小野小 鹿児島 横村 春花

21 三宅小 福岡 木村 英梨加

22 西唐津小 佐賀 大友 真月

23 菊陽中部小 熊本 荒巻 美結

24 星ヶ丘小 福岡 安廣 有純  [4]

25 二日市北小 福岡 毛利 空 [5]

26 美原小 沖縄 渡久地 杜生

27 田崎小 鹿児島 前橋 美憂

28 向山小 熊本 笠原 亜美

29 西諫早小 長崎 福田 紗月

30 春日南小 福岡 松岡 栞里

31 大池小 福岡 逆瀬川 美冬

32 別保小 大分 工藤 里菜  [2]

Round 2

岸本 聖奈  [1]
 6-1 6-1 

姫野 蘭

 7-5 6-4 

松本 季実果

 6-3 6-1 

岩中 暮里

 6-3 6-4 

吉重 ななこ  [3]
 6-1 6-0 

石嶺 妃菜

 6-2 6-4 

青山 桃子

 6-0 6-0 

橋本 幸美  [6]
 3-6 6-2 6-0 

水口 由貴

 6-3 2-6 6-4 

前原 唯乃

 6-0 6-0 

木村 英梨加

 6-1 6-0 

安廣 有純  [4]
 6-2 6-0 

毛利 空  [5]
 6-2 6-2 

笠原 亜美

 6-0 6-0 

福田 紗月

 2-6 7-5 6-3 

工藤 里菜  [2]
 6-0 6-0 

Quarterfinals

岸本 聖奈  [1]
 6-0 6-3 

岩中 暮里

 6-4 6-0 

吉重 ななこ [3]
 6-2 6-1 

橋本 幸美  [6]
 6-3 6-2 

前原 唯乃

 6-4 6-1 

安廣 有純  [4]
 6-0 6-1 

笠原 亜美

 6-4 6-4 

工藤 里菜  [2]
 6-3 6-3 

Semifinals

岸本 聖奈  [1]
 6-1 6-0 

吉重 ななこ  [3]
 6-0 6-7(5) 6-0 

安廣 有純  [4]
 6-3 6-2 

笠原 亜美

 6-4 6-2 

吉重 ななこ  [3]順位  3-4

笠原 亜美

Final

岸本 聖奈  [1]
 4-6 6-2 6-3 

安廣 有純  [4]
 6-0 6-2 

吉重 ななこ  [3]
 6-3 6-2 

岸本 聖奈  [1]
 6-1 6-2 

# シード選手

1 岸本 聖奈

2 工藤 里菜

3 吉重 ななこ

4 安廣 有純

5 毛利 空

6 橋本 幸美

# 補欠 Replacing
1 松永 莉湖

2 大橋 ひまり

3 那須 彩芽

4 安田 苺禾
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Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals

岩中 暮里順位  5-8

橋本 幸美  [6]

前原 唯乃

工藤 里菜  [2]

Final

橋本 幸美  [6]
 6-0 6-2 

工藤 里菜  [2]
 6-1 6-0 

岩中 暮里順位  7-8

前原 唯乃

勝者

橋本 幸美  [6]
 6-1 7-6(5) 

前原 唯乃

 6-3 6-1 

# シード選手

1 岸本 聖奈

2 工藤 里菜

3 吉重 ななこ

4 安廣 有純

5 毛利 空

6 橋本 幸美

# 補欠 Replacing
1 松永 莉湖

2 大橋 ひまり

3 那須 彩芽

4 安田 苺禾

ドロー日時  07 4 2018 12:30 
 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名


