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所属団体 郡市町村 Round 1

1 鳳凰高 鹿児島 元山 未優  [1]

2 九州文化学園高 長崎 本田 恵琉

3 折尾愛真高 福岡 原田 彩海

4 福岡高 福岡 小林 杏珠

5 宮崎商業高 宮崎 渡辺 栞凪

6 宮崎商業高 宮崎 済陽 笑美花

7 折尾愛真高 福岡 石田 楓

8 九州文化学園高 長崎 枡富 あやめ

9 熊本学園大付高 熊本 木庭 千紘  [4]

10 柳川高 福岡 吉村 萌佳

11 鳳凰高 鹿児島 伊藤 凜

12 九州文化学園高 長崎 平原 彩香

13 鹿児島純心女子高 鹿児島 平石 琳音

14 鹿児島実業高 鹿児島 小坂 伶

15 柳川高 福岡 轟木 陽菜

16 沖縄尚学高 沖縄 山本 未来  [6]

17 沖縄尚学高 沖縄 平林 夏帆  [5]

18 沖縄尚学高 沖縄 丑番 希恵

19 熊本学園大付高 熊本 松本 瑞希

20 鳳凰高 鹿児島 佐藤 唯

21 柳川高 福岡 田中 美玖

22 鹿児島純心女子高 鹿児島 山口 倫慧綺

23 沖縄尚学高 沖縄 松本 祐華

24 鳳凰高 鹿児島 空久保 果音  [3]

25 沖縄尚学高 沖縄 石川 さくら

26 九州文化学園高 長崎 中村 倫花

27 沖縄尚学高 沖縄 藤永 笑子

28 鳳凰高 鹿児島 中村 姫乃

29 鳳凰高 鹿児島 中村 香里

30 鹿児島純心女子高 鹿児島 浅谷 梨子

31 柳川高 福岡 岩熊 花音

32 沖縄尚学高 沖縄 髙岡 鈴蘭  [2]

Round 2

本田 恵琉

 6-2 6-3 

原田 彩海

 6-4 7-6(2) 

済陽 笑美花

 6-2 7-6(6) 

枡富 あやめ

 7-6(2) 6-1 

木庭 千紘  [4]
 6-0 6-2 

平原 彩香

 6-0 6-4 

平石 琳音

 6-2 6-4 

山本 未来  [6]
 6-3 3-6 7-6(5) 

平林 夏帆  [5]
 6-0 6-2 

松本 瑞希

 7-6(2) 6-1 

田中 美玖

 6-2 6-0 

松本 祐華

 7-6(5) 7-6(6) 

石川 さくら

 7-5 3-6 6-2 

中村 姫乃

 6-1 7-5 

中村 香里

 6-4 6-4 

髙岡 鈴蘭  [2]
 6-1 6-1 

Quarterfinals

本田 恵琉

 6-4 6-1 

済陽 笑美花

 6-4 7-6(2) 

木庭 千紘  [4]
 2-6 6-2 7-6(1) 

山本 未来  [6]
 6-1 6-3 

平林 夏帆  [5]
 6-1 7-5 

松本 祐華

 6-4 7-5 

中村 姫乃

 6-4 3-6 7-5 

髙岡 鈴蘭  [2]
 6-3 6-3 

Semifinals

本田 恵琉

 7-5 6-4 

木庭 千紘  [4]
 7-5 7-5 

平林 夏帆  [5]
 7-6(5) 6-3 

髙岡 鈴蘭  [2]
 6-1 6-0 

Final

本田 恵琉

 6-1 6-2 

髙岡 鈴蘭  [2]
 6-2 6-3 

本田 恵琉

 2-6 6-4 6-1 

# シード選手

1 元山 未優

2 髙岡 鈴蘭

3 空久保 果音

4 木庭 千紘

5 平林 夏帆

6 山本 未来
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