
2018 U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会（第37回中牟田杯）
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所属団体 St. Round 1

1 GITC 東海 長谷川 愛依  [1]
2 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ 九州 中川原 凜
3 やすいそ庭球部 中国 井上 佳苗
4 UP.Set 中国 髙 絢果
5 ｳｲﾝｸﾞ 北海道島田 理恋
6 ﾌｧｲﾝﾋﾙｽﾞTC 九州 大坪 花
7 RKKﾙｰﾃﾞﾝｽTC 九州 倉岡 彩夏
8 YSC 関東 池田 涼子  [14]
9 城南学園 関西 田邑 来未  [9]

10 南砺市TA 北信越砂田 未樹
11 津幡Jr 北信越久保 結希凪
12 ITSﾍﾞﾙｽﾞ 東北 石澤 真衣子
13 むさしの村LTC 関東 内田 結菜
14 山田TC 四国 松下 千織
15 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前 関西 奥野 柚来
16 吉田記念T研修C 関東 古賀 彩花  [6]
17 ﾘﾋﾞｴﾗ逗子ﾏﾘｰﾅTS 関東 中川 由羅  [3]
18 高崎TC 関東 関口 裕望
19 TAｸﾚｾﾝﾄ 関西 風神 真弥
20 ﾙｰｾﾝﾄTA熊本 九州 安髙 日渚莉
21 浦和麗明高 関東 上伊倉 理子
22 ﾁｪﾘｰTC 東海 松田 鈴子
23 HIDE TA 東海 深尾 梨未
24 あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ 関東 早重 果波  [13]
25 ﾁｪﾘｰTC 東海 伊藤 あおい [12]
26 丹那TC 東海 中山 友里
27 STT 北信越下平 瑠里
28 ｱﾘﾑﾗTA 九州 西 奈瑠美
29 ﾘﾋﾞｴﾗ逗子ﾏﾘｰﾅTS 関東 ｻｯﾊﾞ ﾅﾕﾏ
30 BUZZ TA 四国 堀家 那菜
31 ﾗﾌ 九州 伊賀上 瑛穂
32 ｳｲﾆﾝｸﾞｼｮｯﾄ 東北 五十嵐 唯愛  [7]
33 ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞART 中国 中島 玲亜  [5]
34 ｱｸﾄｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 東海 櫻田 しずか
35 ｳｲﾝｸﾞ 北海道田中 楓
36 Wacc 関西 加藤 智子
37 SFC 北海道宮川 このみ
38 ﾃﾆｽｱﾘｰﾅｶﾞｰﾃﾞﾝ 四国 田中 藍衣
39 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前 関西 髙山 揺
40 ｵｰﾙｻﾑｽﾞTC 関東 小副川 莉桜  [11]
41 MAT TA 関東 勝見 幸璃  [15]
42 城南学園 関西 武本 萌衣
43 愛媛県立松山西中 四国 阪口 明香
44 ﾄﾞﾘｰﾑTS 九州 堀江 菜実
45 山陽女子中 中国 石川 こころ
46 ｳｲﾝｸﾞ 北海道小畑 莉音
47 ｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰ 九州 宮原 千佳
48 岡山学芸館高 中国 齋藤 優寧  [4]
49 TEAM KOMADA 東海 駒田 光音  [8]
50 ｸﾚｲﾙTA 東北 吉田 梨真
51 今治明徳中 四国 濱田 暖菜
52 昭和の森ｼﾞｭﾆｱTS 関東 西 飛奈
53 ACE TC大阪 関西 大山 華歩
54 桜田倶楽部 関東 宮田 萌芳
55 長岡北部ｼﾞｭﾆｱ 北信越石川 和奏
56 ｱﾙﾌｧTC 中国 吉本 菜月  [10]
57 INOUE.TA 関西 芹川 楓花  [16]
58 SEEKERs Tennis Team 北海道駒目 和花
59 桜の聖母学院高 東北 佐久間 向日葵
60 ｴﾑｽﾀｲﾙTA 北信越中島 由佳
61 ATS 北信越村松 果奈
62 立川JTA 関東 金子 さら紗
63 R-PROJECT 東北 千葉 瑠子
64 ﾚﾆｯｸｽTS 関東 松田 絵理香  [2]

Round 2

長谷川 愛依  [1]
 6-1 6-1 
井上 佳苗

 6-0 6-1 
大坪 花

 6-1 6-2 
池田 涼子  [14]

 6-4 6-2 
田邑 来未  [9]

 6-4 6-1 
久保 結希凪

 6-2 6-1 
内田 結菜

 6-1 6-0 
古賀 彩花  [6]

 6-2 6-4 
中川 由羅  [3]

 6-1 6-4 
安髙 日渚莉

 6-0 7-5 
上伊倉 理子

 6-1 4-6 6-1 
早重 果波  [13]

 6-2 6-0 
伊藤 あおい  [12]

 6-4 6-2 
西 奈瑠美

 6-1 6-0 
ｻｯﾊﾞ ﾅﾕﾏ

 6-1 6-4 
五十嵐 唯愛  [7]

 6-0 6-1 
中島 玲亜  [5]

 7-6(2) 6-2 
加藤 智子

 6-1 6-2 
宮川 このみ

 6-4 6-4 
小副川 莉桜  [11]

 6-4 6-1 
勝見 幸璃  [15]

 1-6 6-0 6-1 
堀江 菜実

 6-1 6-3 
小畑 莉音

 6-7(5) 6-2 6-4 
齋藤 優寧  [4]

 6-2 6-4 
駒田 光音  [8]

 6-4 6-3 
西 飛奈

 6-1 6-0 
宮田 萌芳

 6-1 6-1 
吉本 菜月  [10]

 6-1 6-0 
芹川 楓花  [16]

 6-1 0-6 6-2 
佐久間 向日葵

 6-3 6-3 
金子 さら紗

 6-4 6-3 
松田 絵理香  [2]

 7-5 6-3 

Round 3

長谷川 愛依  [1]
 6-1 6-2 

池田 涼子  [14]
 7-5 6-3 

田邑 来未  [9]
 6-1 6-2 

古賀 彩花  [6]
 6-3 7-5 

中川 由羅  [3]
 6-0 6-7(5) 6-1 

早重 果波  [13]
 6-1 6-0 

伊藤 あおい [12]
 6-4 6-0 

五十嵐 唯愛  [7]
 6-7(5) 6-4 6-2 

中島 玲亜  [5]
 7-5 6-4 

宮川 このみ

 6-2 2-0 Ret.

勝見 幸璃  [15]
 6-1 6-0 

齋藤 優寧  [4]
 5-7 7-5 6-0 

西 飛奈

 6-3 4-6 7-6(4) 

吉本 菜月  [10]
 6-3 6-1 

芹川 楓花  [16]
 6-1 6-0 

松田 絵理香 [2]
 1-6 6-4 6-3 

Quarterfinals

長谷川 愛依  [1]
 6-4 6-3 

田邑 来未  [9]
 6-2 6-2 

早重 果波  [13]
 6-1 6-1 

伊藤 あおい  [12]
 2-6 6-2 6-2 

中島 玲亜  [5]
 6-2 6-4 

勝見 幸璃  [15]
 7-6(2) 6-1 

吉本 菜月  [10]
 7-6(3) 3-6 6-4 

松田 絵理香  [2]
 6-3 6-1 

Semifinals

田邑 来未  [9]
 6-0 3-0 Ret.

早重 果波  [13]
 6-4 4-6 6-3 

中島 玲亜  [5]
 6-3 6-0 

松田 絵理香  [2]
 6-4 6-3 

田邑 来未  [9]順位  3-4
中島 玲亜  [5]

Final

早重 果波  [13]
 7-5 2-6 7-6(4) 

松田 絵理香 [2]
 6-0 4-6 7-5 

中島 玲亜  [5]
 6-2 7-5 

松田 絵理香 [2]
 6-0 6-2 

# シード選手

1 長谷川 愛依

2 松田 絵理香

3 中川 由羅

4 齋藤 優寧

5 中島 玲亜

6 古賀 彩花

7 五十嵐 唯愛

8 駒田 光音

9 田邑 来未

10 吉本 菜月

11 小副川 莉桜

12 伊藤 あおい

13 早重 果波

14 池田 涼子

15 勝見 幸璃

16 芹川 楓花

# 補欠 Replacing
1 麻坂 芽生

2 五十嵐 凜

3 藤永 萌花

ドロー日時  05 10 2018 11:50 
 Last Direct Acceptance

ドロー立会い

署名

那須　健児


