
第27回大分県ジュニアテニス選手権(小手川杯) 令和３年８⽉７⽇(⼟)、８⽉８⽇(⽇)
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所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
福徳学院高校 古⻑ 果歩

1 福徳学院高校 ⻑岡 咲樹 古⻑ 果歩 古⻑ 果歩
  ⻑岡 咲樹 ⻑岡 咲樹 古⻑ 果歩

2  Bye  古⻑ 果歩 佐藤 美遥 ⻑岡 咲樹 
大分上野丘高校 古賀 愛佳  ⻑岡 咲樹 畑⽥ 優奈 6-3  

3 大分上野丘高校 山本 朱莉 古賀 愛佳 6-0   
大分雄城台高校 佐藤 志乃 　　 山本 朱莉  順位 3-4 溝部 愛心

4 大分雄城台高校 千歳 梨奈 w.o. 古⻑ 果歩 甲斐 こころ 中城 沙英
大分豊府高校 早⾒ 瑠菜  ⻑岡 咲樹 中城 沙英 橋元 なつき 

5 大分豊府高校 ⻄来 珠⻘ 早⾒ 瑠菜 6-2  橋元 なつき 6-1  
宇佐高校 兒島 奈名美 　 ⻄来 珠⻘  

6 宇佐高校 竹島 未来 6-2  井上 なつき
⽇本⽂理大学附属高校 佐々木 葵  ⽥北 怜奈 

7 ⽇本⽂理大学附属高校 武藤 千穂 井上 なつき 6-0  
大分雄城台高校 井上 なつき　 ⽥北 怜奈  

8 大分雄城台高校 ⽥北 怜奈 6-0  古⻑ 果歩
大分東明高校 衞藤 彩花  ⻑岡 咲樹 

9 大分東明高校 須山 永理 衞藤 彩花 6-0  
楊志館高校 内林 怜泉 　 須山 永理  

10 楊志館高校 橘 未夢 7-5  衞藤 彩花
別府鶴⾒丘高校 ⽇名子 あおい  須山 永理 

11 別府鶴⾒丘高校 松⽥ 志衣菜 島⽥ 芽依 7-5  
⽇出総合高校 島⽥ 芽依 　 稲葉 茜⾳  

12 ⽇出総合高校 稲葉 茜⾳ 6-4  佐藤 遥
大分鶴崎高校 吉⽥ 華⾳  廣津 愛花 

13 大分鶴崎高校 河野 優乃 三代 凜花 7-5  
大分雄城台高校 三代 凜花　　 生野 水咲  

14 大分雄城台高校 生野 水咲 6-4  佐藤 遥
   廣津 愛花 

15  Bye 佐藤 遥 6-2  
別府翔⻘高校 佐藤 遥 廣津 愛花  

16 別府翔⻘高校 廣津 愛花  古⻑ 果歩
杵築高校 溝部 愛心  ⻑岡 咲樹 

17 杵築高校 甲斐 こころ 溝部 愛心 6-0  
  甲斐 こころ  

18  Bye  溝部 愛心
宇佐高校 安倍 優香  甲斐 こころ 

19 宇佐高校 松浦 絵⾥ 安倍 優香 6-1  
大分豊府高校 廣瀬 聖菜 　　 松浦 絵⾥  

20 大分豊府高校 豊⽥ 果歩 6-2  溝部 愛心
⽇出総合高校 後藤 亜朱  甲斐 こころ 

21 ⽇出総合高校 阿部 瑠依 後藤 亜朱 6-1  
情報科学高校 ⽥中 愛梨　　 阿部 瑠依  

22 情報科学高校 藥師寺 未来 7-6(2)  後藤 亜朱 
大分南高校 後藤 彩美  阿部 瑠依 

23 大分南高校 阿南 こころ 後藤 彩美 6-0  
大分雄城台高校 幸 妃依　　　　 阿南 こころ  

24 大分雄城台高校 秋吉 輪⾳花 w.o. 溝部 愛心
大分東明高校 山本 心美  甲斐 こころ 

25 大分東明高校 後藤 千夏 山本 心美 7-6(5)  
中津北高校 井上 ⽉那 　 後藤 千夏  

26 中津北高校 千葉 由梛 6-0  山本 心美
大分舞鶴高校 後藤 萌香  後藤 千夏 

27 大分舞鶴高校 河野 莉子 後藤 萌香 7-5  
国東高校 藤巻 緋実 　 河野 莉子  

28 国東高校 ⻄村 吏乃 6-0  姫嶋 花⾳
大分上野丘高校 波多野 来美  ⾜⽴ 唯 

29 情報科学高校 ⻑野 優花 二村 有珂 6-1  
大分舞鶴高校 二村 有珂　　 岡原 美羽  

30 大分舞鶴高校 岡原 美羽 6-1  姫嶋 花⾳
   ⾜⽴ 唯 

31  Bye 姫嶋 花⾳ 7-6(4)  
大分⻄高校 姫嶋 花⾳ ⾜⽴ 唯  

32 大分⻄高校 ⾜⽴ 唯   
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所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
情報科学高校 後藤 桃花   

33 情報科学高校 竹中 ⽇菜 荒川 遥南  
大分⻄高校 荒川 遥南 　 麻生 莉杏  

34 大分⻄高校 麻生 莉杏 6-4  園⽥ 昂⾥ 
中津南高校 園⽥ 昂⾥  杉谷 彩花 

35 中津南高校 杉谷 彩花 園⽥ 昂⾥ 6-2  
高⽥高校 松浦 愛華　 杉谷 彩花  

36 宇佐高校 近藤 兎羽 7-6(7)  小倉 玉弥
別府鶴⾒丘高校 杉浦 こころ  本⽥ 莉緒 

37 別府鶴⾒丘高校 杉⽥ 菜々子 木村 友⾳ 6-3  
大分舞鶴高校 木村 友⾳　　 ⻑野 志保  

38 大分舞鶴高校 ⻑野 志保 6-0  小倉 玉弥
中津北高校 守口 咲羽  本⽥ 莉緒 

39 中津北高校 藤⽥ 理子 小倉 玉弥 6-1  
杵築高校 小倉 玉弥　 本⽥ 莉緒  

40 杵築高校 本⽥ 莉緒 6-3  中城 沙英
大分南高校 吉野 朝香  橋元 なつき 

41 大分南高校 ⾜⽴ 沙和奈 吉野 朝香 6-1  
別府鶴⾒丘高校 久保⽥ 育世 ⾜⽴ 沙和奈  

42 別府鶴⾒丘高校 姫野 爽 6-0  佐竹 杏⽉ 
福徳学院高校 佐竹 杏⽉  寺司 美遥 

43 福徳学院高校 寺司 美遥 佐竹 杏⽉ 6-4  
大分豊府高校 大園 羽琉 　 寺司 美遥  

44 大分豊府高校 本⽥ 渚 6-2  中城 沙英
大分東明高校 古手川 佳子  橋元 なつき 

45 大分東明高校 小山 未葵 古手川 佳子 6-3  
中津北高校 松崎 唯真　　 小山 未葵  

46 中津北高校 神⽥ 絵梨華 6-0  中城 沙英
   橋元 なつき 

47  Bye 中城 沙英 6-1  
杵築高校 中城 沙英 橋元 なつき  

48 杵築高校 橋元 なつき  佐藤 美遥
大分鶴崎高校 村尾 沙羅奈  畑⽥ 優奈 

49 大分鶴崎高校 阿部 桃子 村尾 沙羅奈 6-3  
大分豊府高校 佐藤 優莉　　 阿部 桃子  

50 大分豊府高校 橋本 菜央 7-6(5)  村尾 沙羅奈
情報科学高校 石井 花凛  阿部 桃子 

51 情報科学高校 菅本 麗奈 橋村 真央 6-3  
国東高校 橋村 真央　　 ⾦⽥ 優依  

52 国東高校 ⾦⽥ 優依 7-5  沼⽥ 愛優美
大分東明高校 宮成 優衣  相部 美咲 

53 大分東明高校 ⻑澤 美咲 宮成 優衣 6-3  
宇佐高校 ⽥嶋 琉華 　 ⻑澤 美咲  

54 宇佐高校 髙野 葵 6-2  沼⽥ 愛優美
大分雄城台高校 佐藤 優春⾳  相部 美咲 

55 大分雄城台高校 後藤 彩光 沼⽥ 愛優美 6-4  
別府翔⻘高校 沼⽥ 愛優美　 相部 美咲  

56 別府翔⻘高校 相部 美咲 7-6(1)  佐藤 美遥
国東高校 ⾜⽴ 希海  畑⽥ 優奈 

57 国東高校 郷司 京花 ⾜⽴ 希海 6-0  
別府鶴⾒丘高校 塩⽉ 清香　　 郷司 京花  

58 別府鶴⾒丘高校 梶原 ⾥菜 6-0  ⾜⽴ 希海
大分上野丘高校 二宮 陽菜  郷司 京花 

59 大分上野丘高校 ⽴山 瑞希 栗 妃菜乃 6-4  
宇佐高校 栗 妃菜乃　 野間 未来  

60 宇佐高校 野間 未来 6-0  佐藤 美遥
大分南高校 工藤 花埜  畑⽥ 優奈 

61 大分南高校 御手洗 愛花 工藤 花埜 6-1  
中津北高校 小松 夢乃羽 　 御手洗 愛花  

62 中津北高校 木下 珠⾥ 6-1  佐藤 美遥
   畑⽥ 優奈 

63  Bye 佐藤 美遥 6-0  
福徳学院高校 佐藤 美遥 畑⽥ 優奈  

64 福徳学院高校 畑⽥ 優奈  


