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1 ROUGH大分 濵田 安珠  Final ⼩⽯ 奈美  
  濵田 安珠  野村 聖來

2  Bye   野村 聖來 6-2  
   濵田 安珠

3 ウェボテニススクール 上原 奈々美  6-0  順位 3-4 濵田 安珠  
  上原 奈々美   ⽯田 桃子

4  Bye   ⽯田 桃子 w.o. 
   濵田 安珠

5 臼杵Jr 平川 美憂  6-1  
 平川 美憂  

6 ROUGH大分 後藤 紫音 6-0   
   柳井 晴花

7  Bye  6-3  
  柳井 晴花  

8 EARNEST TENNIS ACADEMY 柳井 晴花   
   濵田 安珠

9 佐伯テニスアカデミー ⼭崎 愛奈  6-1  
  ⼭崎 愛奈  

10  Bye   
   ⼭崎 愛奈

11 JWS Academy 桑原 慶子  6-2  
 桑原 慶子  

12 NTCクラブ 佐藤 稀菜 6-0   
   皆⾒ 由⽻

13 別府クラブ 手嶋 心美  6-1  
 宇都宮 有咲  

14 樹の⾥T.C 宇都宮 有咲 6-4   
   皆⾒ 由⽻

15  Bye  6-0  
  皆⾒ 由⽻  

16 ROUGH大分 皆⾒ 由⽻   
   ⼩⽯ 奈美

17 JWS Academy ⼩⽯ 奈美  6-4  
  ⼩⽯ 奈美  

18  Bye   
   ⼩⽯ 奈美

19 ROUGH大分 ⿊岩 音⽻子  6-1  
 二宮 亜稀菜  

20 別府クラブ 二宮 亜稀菜 6-0   
   ⼩⽯ 奈美

21  Bye  6-3  
  佐々木 叶愛  

22 ROUGH大分 佐々木 叶愛   
   二宮 優

23  Bye  6-1  
  二宮 優  

24 TIP 二宮 優   
   ⼩⽯ 奈美

25 佐伯テニスアカデミー 御手洗 琴巴  6-2  
  御手洗 琴巴  

26  Bye   
   御手洗 琴巴

27 ファインテニススクール ⼩松 和瑚  6-0  
  ⼩松 和瑚  

28  Bye   
   帆足 涼花

29 別府クラブ 菅野 愛美  6-1  
 梅田 あい梨  

30 臼杵Jr 梅田 あい梨 w.o.  
   帆足 涼花

31  Bye  6-0  
  帆足 涼花  

32 全⼒ｊr. 帆足 涼花   
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33 ROUGH大分 野村 聖來   
  野村 聖來  

34  Bye   
   野村 聖來 

35 大東中学校 渡辺 ⻘空  6-0  
  渡辺 ⻘空  

36  Bye   
   野村 聖來 

37 別府クラブ 増田 吏咲  6-1  
 井田 杏  

38 ROUGH大分 井田 杏 6-1   
   工藤 志歩

39  Bye  6-1  
  工藤 志歩  

40 TIP 工藤 志歩   
   野村 聖來 

41 佐伯テニスアカデミー 衛藤 梨乃  6-1  
  衛藤 梨乃  

42  Bye   
   衛藤 梨乃

43 樹の⾥T.C 矢野 彩明  6-0  
 矢野 彩明  

44 NTCクラブ 原田 陽菜 7-6(2)   
   柴田 美緒

45 臼杵Jr 赤峰 伶美  6-3  
 赤峰 伶美  

46 別府クラブ 杉浦 はなの 6-2   
   柴田 美緒

47  Bye  6-3  
  柴田 美緒  

48 ウェボテニススクール 柴田 美緒   
   野村 聖來 

49 臼杵Jr ⽯田 桃子  6-1  
  ⽯田 桃子  

50  Bye   
   ⽯田 桃子

51 ROUGH大分 奥村 碧友  6-1  
  奥村 碧友  

52  Bye   
   ⽯田 桃子

53 王子テニスクラブ 園田 真緒  7-5  
 日野 翠柚  

54 臼杵Jr 日野 翠柚 6-3   
   髙木 理央

55  Bye  6-1  
  髙木 理央  

56 ROUGH大分 髙木 理央   
   ⽯田 桃子

57 臼杵Jr 赤峰 那美  6-4  
  赤峰 那美  

58  Bye   
   赤峰 那美

59 ROUGH大分 宮崎 穂花  6-1  
  宮崎 穂花  

60  Bye   
   ⼩野 陽香

61 王子テニスクラブ 冨吉 杏樹  6-0  
 工藤 榛己  

62 別府クラブ 工藤 榛己 6-3   
   ⼩野 陽香

63  Bye  6-0  
  ⼩野 陽香  

64 PUERI ⼩野 陽香  


