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1 ラフ大分 髙倉 万智  Final 髙倉 万智  

  髙倉 万智  髙倉 万智

2  Bye   田中 咲樂 6-3

   髙倉 万智

3 ウェボテニススクール 柴田 美緒  6-0  順位 3-4 濵田 安珠  

 柴田 美緒   三ヶ田 有紀

4 臼杵Jr 亀井 咲來 w.o.  三ヶ田 有紀 7-6(4)

   髙倉 万智

5  Bye  6-1  

 久渡 心桜  

6 大分Jr 久渡 心桜   

   杉田 千希

7  Bye  6-0  

  杉田 千希  

8 EARNEST TENNIS ACADEMY 杉田 千希   

   髙倉 万智

9 JWS Academy 桑原 由弥  6-2  

  桑原 由弥  

10  Bye   

   桑原 由弥

11 ウェボテニススクール 三浦 千雛  6-3  

  三浦 千雛  

12  Bye   

   新納 絵梨子

13  Bye  6-1  

  日野 翠柚  

14 臼杵Jr 日野 翠柚   

   新納 絵梨子

15  Bye  w.o. 

  新納 絵梨子  

16 TIP 新納 絵梨子   

   髙倉 万智

17 OTC 丸山 未結  6-0  

  丸山 未結  

18  Bye   

   丸山 未結

19 ラフ大分 髙木 理央  6-1  

  髙木 理央  

20  Bye   

   丸山 未結

21  Bye  6-2  

  高橋 彩  

22 ウェボテニススクール 高橋 彩   

   工藤 志歩

23  Bye  6-2  

  工藤 志歩  

24 TIP 工藤 志歩   

   濵田 安珠

25 GREEN CLUB 平田 千晶  6-3  

  平田 千晶  

26  Bye   

   平田 千晶

27 NTCクラブ 原田 陽菜  6-1  

  原田 陽菜  

28  Bye    

   濵田 安珠

29 ラフ大分 津島 陽和  6-4  

 奈須 結愛  

30 ウェボテニススクール 奈須 結愛 6-2   

   濵田 安珠

31  Bye  6-3  

  濵田 安珠  

32 ラフ大分 濵田 安珠   
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33 TIP 田中 凪   

  田中 凪  

34  Bye   

   田中 凪

35 ウェボテニススクール 小花 冬音  6-0  

  小花 冬音  

36  Bye   

   田中 凪

37  Bye  6-3  

  園田 実緒  

38 王子中学校 園田 実緒   

   清祐 莉子

39  Bye  6-0  

  清祐 莉子  

40 ラフ大分 清祐 莉子   

   三ヶ田 有紀

41 臼杵Jr 師藤 彩花  6-2  

  師藤 彩花  

42  Bye   

   大本 芽依

43 ラフ大分 大本 芽依  w.o. 

  大本 芽依  

44  Bye   

   三ヶ田 有紀

45  Bye  6-0  

  平川 美憂  

46 臼杵Jr 平川 美憂   

   三ヶ田 有紀

47  Bye  w.o. 

  三ヶ田 有紀  

48 ラフ大分 三ヶ田 有紀   

   田中 咲樂

49 ウェボテニススクール 村田 愛梨  7-6(2)  

  村田 愛梨  

50  Bye   

   村田 愛梨

51 ラフ大分 佐藤 心春  6-0  

  佐藤 心春  

52  Bye   

   村田 愛梨

53  Bye  6-2  

  蔵吉 さくら  

54 樹の里T.C 蔵吉 さくら   

   野村 聖來

55  Bye  6-1  

  野村 聖來  

56 EARNEST TENNIS ACADEMY 野村 聖來   

   田中 咲樂

57 ラフ大分 工藤 夢叶  6-4  

  工藤 夢叶  

58  Bye   

   工藤 夢叶

59 臼杵Jr 石田 桃子  6-0  

 宮成 和花  

60 ラフ大分 宮成 和花 w.o.  

   田中 咲樂

61  Bye  6-0  

  二宮 亜稀菜  

62 別府クラブ 二宮 亜稀菜   

   田中 咲樂

63  Bye  6-0  

  田中 咲樂  

64 臼杵Jr 田中 咲樂  


