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所属団体 郡市町村 Round 1

1 ﾙｰｾﾝﾄTA熊本 熊本 安髙 日渚莉  [1]

2 油山TC 福岡 友枝 夢

3 風Jr 長崎 中原 妃那

4 ｱｻﾋ緑健久山TC 福岡 和田 夏歩

5 BSSA久留米 福岡 森 音羽

6 ｸﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC 福岡 田重田 真唯

7 ﾃﾆｽDIVO 福岡 平原 凛子

8 ｻﾝｸﾞﾘｰﾝJr 鹿児島 吉重 ななこ  [5]

9 ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 福岡 岸本 聖奈  [4]

10 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙＴＣ 福岡 岩中 暮里

11 STS.Jr 沖縄 新城 英万

12 ﾗﾌ 大分 住吉 凜

13 太閤テニスクラブ 佐賀 毛利 優奈

14 ﾄﾞﾘｰﾑTS 福岡 片山 沙咲

15 ｼｰｶﾞｲｱTA 宮崎 長友 優音

16 北九州ｳｴｽﾄ 福岡 安廣 有純  [7]

17 TTU 福岡 井上 菜々未  [6]

18 MC.FORD 長崎 安藤 夏葵

19 ITS九州 福岡 草場 椎奈

20 伊集院Jｸﾗﾌﾞ 鹿児島 岡村 凜那

21 九州国際TC 福岡 大橋 ひまり

22 ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 福岡 松岡 栞里

23 ﾙｰｾﾝﾄTA熊本 熊本 坂本 来瞳

24 team.縁 福岡 木河 優 [3]

25 ｱｻﾋ緑健久山TC 福岡 紫村 晴香

26 TEAM  F 長崎 福田 紗月

27 九州国際TC 福岡 木村 英梨加

28 福岡ﾊﾟｼﾌｨｯｸ 福岡 森 珠璃

29 ﾌﾞﾗｲﾄﾃﾆｽｾﾝﾀｰ 福岡 上奥 ゆめ

30 ﾛｹｰｼｮﾝ 大分 渡邉 華凜

31 BCﾃﾆｽC 沖縄 石坂 紗有里

32 海の中道M&T 福岡 小林 杏菜  [2]

Round 2

安髙 日渚莉  [1]
 7-5 6-3 

中原 妃那

 6-0 6-4 

田重田 真唯

 6-3 6-1 

吉重 ななこ  [5]
 6-1 6-1 

岸本 聖奈  [4]
 6-0 6-0 

住吉 凜

 6-2 6-1 

片山 沙咲

 7-5 4-6 6-3 

安廣 有純  [7]
 6-4 6-3 

井上 菜々未  [6]
 6-3 6-2 

岡村 凜那

 6-0 6-2 

松岡 栞里

 6-2 7-6(3) 

木河 優  [3]
 6-0 6-2 

福田 紗月

 4-6 6-3 6-2 

森 珠璃

 6-0 6-2 

上奥 ゆめ

 6-7(2) 6-2 6-1 

小林 杏菜  [2]
 6-1 6-0 

Quarterfinals

安髙 日渚莉 [1]
 6-2 6-1 

吉重 ななこ [5]
 6-0 6-0 

住吉 凜

 6-2 5-7 6-4 

安廣 有純  [7]
 6-1 6-7(2) 7-5 

井上 菜々未 [6]
 6-3 5-7 6-4 

木河 優 [3]
 6-1 6-0 

森 珠璃

 6-0 6-0 

小林 杏菜  [2]
 6-0 6-3 

Semifinals

安髙 日渚莉  [1]
 6-1 6-0 

住吉 凜

 6-0 6-1 

木河 優  [3]
 6-3 6-1 

小林 杏菜  [2]
 6-1 6-0 

住吉 凜順位  3-4

木河 優  [3]

Final

安髙 日渚莉  [1]
 7-5 6-2 

小林 杏菜  [2]
 6-3 6-2 

住吉 凜

 7-6(2) 6-4 

小林 杏菜  [2]
 6-4 6-2 

# シード選手

1 安髙 日渚莉

2 小林 杏菜

3 木河 優

4 岸本 聖奈

5 吉重 ななこ

6 井上 菜々未

7 安廣 有純

# ラッキールーザー Replacing ドロー日時

 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名
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Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals

吉重 ななこ  [5]順位  5-8

安廣 有純  [7]

井上 菜々未  [6]

森 珠璃

Final

吉重 ななこ  [5]
 7-5 6-1 

井上 菜々未  [6]
 6-4 6-3 

安廣 有純  [7]順位  7-8

森 珠璃

勝者

吉重 ななこ  [5]
 6-1 6-2 

森 珠璃

 6-4 6-3 

# シード選手

1 安髙 日渚莉

2 小林 杏菜

3 木河 優

4 岸本 聖奈

5 吉重 ななこ

6 井上 菜々未

7 安廣 有純

# ラッキールーザー Replacing ドロー日時

 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名


