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所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

  

1 福徳学院高校 秦 芽生  Final 住吉 凜  

  秦 芽生  野口 愛菜

2  Bye   野口 愛菜 7-5  

   秦 芽生

3 大分東明高校 藤澤 美結  6-2  

 藤澤 美結  順位 3-4 渡邊 彩花  

4 大分西高校 下岡 琴美 6-1    渡邊 彩花

   秦 芽生 染矢 美来 6-2  

5 大分東明高校 衛藤 朱音  6-3  

 後藤 優衣  

6 別府翔青高校 後藤 優衣 w.o.  

   上村 彩衣奈

7 大分豊府高校 佐藤 春菜  6-4  

 上村 彩衣奈  

8 大分西高校 上村 彩衣奈 6-0   

   住吉 凜

9 福徳学院高校 古長 果歩  6-1  

 古長 果歩  

10 別府翔青高校 藤原 沙妃 6-0   

   古長 果歩

11 大分東明高校 山本 心美  6-0  

 山本 心美  

12 大分西高校 小野 恵空 7-5   

   住吉 凜

13 大分東明高校 長澤 美咲  6-2  

 上野 彩心  

14 福徳学院高校 上野 彩心 6-1   

   住吉 凜

15 情報科学高校 竹中 日菜  6-1  

 住吉 凜  

16 ラフ大分 住吉 凜 6-0   

   住吉 凜

17 福徳学院高校 渡邊 彩花  6-1  

  渡邊 彩花  

18  Bye   

   渡邊 彩花

19 別府翔青高校 佐藤 遥  6-1  

 岸 千歳  

20 大分西高校 岸 千歳 6-2   

   渡邊 彩花

21 大分東明高校 古手川 佳子  6-1  

 古手川 佳子  

22 日本文理大学附属高校 佐々木 葵 6-2   

   姫嶋 花音

23 大分舞鶴高校 岡原 美羽  6-2  

 姫嶋 花音  

24 大分西高校 姫嶋 花音 6-1   

   渡邊 彩花

25 大分豊府高校 森田 美咲  6-3  

 森田 美咲  

26 大分東明高校 小山 未葵 6-0   

   佐藤 美遥

27 福徳学院高校 佐藤 美遥  6-1  

 佐藤 美遥  

28 大分舞鶴高校 大津 皐妃 6-3   

   林田 明優

29 大分西高校 西垣 杏香  6-1  

 西垣 杏香  

30 情報科学高校 後藤 桃花 6-1   

   林田 明優

31 大分東明高校 後藤 千夏  6-1  

 林田 明優  

32 大分舞鶴高校 林田 明優 6-0   
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33 福徳学院高校 西川 萌花   

 西川 萌花  

34 大分西高校 千島 優乃 6-2   

   西川 萌花

35 大分東明高校 沙藤 仁来  6-1  

 山口 由希子  

36 大分舞鶴高校 山口 由希子 6-4   

   渡邉 華凜

37 大分東明高校 竹永 綺夏  6-3  

 藥師寺 未来  

38 情報科学高校 藥師寺 未来 6-1   

   渡邉 華凜

39 別府翔青高校 廣津 愛花  6-0  

 渡邉 華凜  

40 ロケーション 渡邉 華凜 6-0   

   野口 愛菜

41 大分舞鶴高校 大津 萌楓  6-2  

 大津 萌楓  

42 情報科学高校 石井 花凛 6-0   

   大津 萌楓

43 別府翔青高校 安波 彩夏  6-2  

 安波 彩夏  

44 大分東明高校 衞藤 彩花 6-4   

   野口 愛菜

45 大分高校 田原 優貴  6-1  

 足立 唯  

46 大分西高校 足立 唯 6-2   

   野口 愛菜

47  Bye  6-0  

  野口 愛菜  

48 福徳学院高校 野口 愛菜   

   野口 愛菜

49 大分舞鶴高校 重石 陽菜  6-0  

 重石 陽菜  

50 別府翔青高校 沼田 愛優美 6-1   

   重石 陽菜

51 大分東明高校 須山 永理  6-3  

 廣崎 結華  

52 福徳学院高校 廣崎 結華 6-3   

   佐藤 美吹

53 福徳学院高校 姫野 凜  7-6(3)  

 姫野 凜  

54 大分東明高校 梅木 麻耶 6-0   

   佐藤 美吹

55 大分舞鶴高校 木村 友音  6-2  

 佐藤 美吹  

56 情報科学高校 佐藤 美吹 6-1   

   染矢 美来

57 大分東明高校 岸本 美月  6-0  

 岸本 美月  

58 別府翔青高校 相部 美咲 6-1   

   岸本 美月

59 大分西高校 本藤 葵  7-5  

 本藤 葵  

60 大分舞鶴高校 仲東 真夢 6-2   

   染矢 美来

61 大分舞鶴高校 長野 志保  6-0  

 関 あおい  

62 大分西高校 関 あおい 6-4   

   染矢 美来

63  Bye  6-0  

  染矢 美来  

64 福徳学院高校 染矢 美来  


