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

1 大分舞鶴高校 ⼯藤 ⾥菜  Final ⼯藤 ⾥菜  
  ⼯藤 ⾥菜  ⼯藤 ⾥菜

2  Bye   畑⽥ 優奈 7-6(0)  
   ⼯藤 ⾥菜

3 大分⻄高校 ⽥北 佳奈⼦  6-0  順位 3-4 辻 さくら  
 井上 結心   ⻑岡 咲樹

4 杵築高校 井上 結心 6-0   ⻑岡 咲樹 6-2  
   ⼯藤 ⾥菜

5 別府翔⻘高校 ⽥中 未来  6-0  
 ⽥中 未来  

6 大分⻄高校 森川 万色 7-5   
   ⽥中 未来 

7  Bye  6-2  
  二村 有珂  

8 大分舞鶴高校 二村 有珂   
   ⼯藤 ⾥菜

9 別府鶴⾒丘高校 松⽥ 志衣菜  6-3  
  松⽥ 志衣菜  

10  Bye   
   松⽥ 志衣菜

11 ROUGH大分 齋藤 心乃  6-1  
 堤 碧伊  

12 大分⻄高校 堤 碧伊 w.o.  
   寺司 美遥

13 大分⻄高校 平松 幸穂  6-3  
 平松 幸穂  

14 大分舞鶴高校 安部 莉菜⼦ w.o.  
   寺司 美遥

15  Bye  6-0  
  寺司 美遥  

16 福徳学院高校 寺司 美遥   
   ⼯藤 ⾥菜

17 福徳学院高校 松村 歩輝  6-3  
  松村 歩輝  

18  Bye   
   松村 歩輝

19 杵築高校 鴨⽥ 百合  6-2  
  鴨⽥ 百合  

20  Bye   
   橋元 なつき

21 大分舞鶴高校 吉本 理沙  6-1  
 吉本 理沙  

22 大分⻄高校 橋本 亜美 6-2   
   橋元 なつき

23  Bye  6-2  
  橋元 なつき  

24 杵築高校 橋元 なつき   
   辻 さくら

25 福徳学院高校 片山 友絵  6-2  
  片山 友絵  

26  Bye   
   片山 友絵

27 大分舞鶴高校 後藤 萌香  6-1  
 後藤 萌香  

28 大分⻄高校 荒川 遥南 6-3   
   辻 さくら

29 大分⻄高校 小野 有柚⼦  6-1  
 本⽥ 莉緒  

30 杵築高校 本⽥ 莉緒 6-0   
   辻 さくら

31  Bye  6-0  
  辻 さくら  

32 福徳学院高校 辻 さくら   
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33 杵築高校 深⽥ 麻友   
  深⽥ 麻友  

34  Bye   
   深⽥ 麻友

35 大分舞鶴高校 河野 莉⼦  6-0  
 河野 莉⼦  

36 大分⻄高校 大野 睦 w.o.  
   森 音羽

37 大分⻄高校 高橋 紗也佳  6-4  
 高塚 愛心  

38 大分舞鶴高校 高塚 愛心 w.o.  
   森 音羽

39  Bye  6-0  
  森 音羽  

40 福徳学院高校 森 音羽   
   ⻑岡 咲樹

41 大分舞鶴高校 後藤 彩心  6-2  
  後藤 彩心  

42  Bye   
   姫野 蘭 

43 福徳学院高校 姫野 蘭  6-4  
 姫野 蘭  

44 大分⻄高校 ⼯藤 絢心 6-2   
   ⻑岡 咲樹

45 大分⻄高校 麻生 莉杏  6-3  
 小倉 玉弥  

46 杵築高校 小倉 玉弥 6-3   
   ⻑岡 咲樹

47  Bye  6-0  
  ⻑岡 咲樹  

48 福徳学院高校 ⻑岡 咲樹   
   畑⽥ 優奈

49 福徳学院高校 小⽥ 凜花  6-0  
  小⽥ 凜花  

50  Bye   
   小⽥ 凜花

51 大分⻄高校 林⽥ 彩和  6-2  
 林⽥ 彩和  

52 別府鶴⾒丘高校 久保⽥ 育世 6-1   
   小⽥ 凜花

53  Bye  6-4  
  深町 友実加  

54 ROUGH大分 深町 友実加   
   佐竹 杏月

55  Bye  w.o. 
  佐竹 杏月  

56 福徳学院高校 佐竹 杏月   
   畑⽥ 優奈

57 福徳学院高校 岡﨑 咲菜  6-0  
  岡﨑 咲菜  

58  Bye   
   岡﨑 咲菜

59 大分⻄高校 吉⽥ 胡桃  6-0  
 ⾚迫 優羽奈  

60 杵築高校 ⾚迫 優羽奈 6-4   
   畑⽥ 優奈

61 日出総合高校 島⽥ 芽依  6-1  
 島⽥ 芽依  

62 大分⻄高校 平山 莉奈 6-1   
   畑⽥ 優奈

63  Bye  6-0  
  畑⽥ 優奈  

64 福徳学院高校 畑⽥ 優奈  


