
第１8回大分県新人中学生テニス選手権大会
GD

Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

大東中学校 後藤 彩心
1 大東中学校 深町 友実加 後藤 彩心

  深町 友実加
2  Bye 1  後藤 彩心

明野中学校 園部 日菜  深町 友実加
3 明野中学校 山﨑 杏奈 井上 愛子 6-0  

宗近中学校 井上 愛子 甲斐 莉々歌  

4 宗近中学校 甲斐 莉々歌 6-2  後藤 彩心
大在中学校 佐藤 璃奈  深町 友実加

5 大在中学校 東 菜々子 森山 愛音 6-0

杵築中学校 森山 愛音 高橋 夢海  

6 杵築中学校 高橋 夢海 6-2  石田 日向子
明豊中学校 二宮 菜摘  赤峰 江美

7 明豊中学校 糸永 祐稀 石田 日向子 6-1  

臼杵西中学校 石田 日向子 赤峰 江美  

8 臼杵西中学校 赤峰 江美 6-0  岡﨑 咲菜
滝尾中学校 岡﨑 咲菜  辻 さくら

9 滝尾中学校 辻 さくら 岡﨑 咲菜 6-3

  辻 さくら  

10  Bye 3  岡﨑 咲菜
坂ノ市中学校 丸山 未結  辻 さくら

11 坂ノ市中学校 河野 美羅 丸山 未結 6-0  

大東中学校 松原 華望 河野 美羅  

12 大東中学校 矢野 由奈 6-1  岡﨑 咲菜
大東中学校 宮﨑 栞凪  辻 さくら

13 大東中学校 赤峰 まゆ 原田 碧衣 6-0

王子中学校 原田 碧衣 山田 佳奈  

14 王子中学校 山田 佳奈 6-0  佐藤 沙弥香
南大分中学校 但馬 涼香  阿部 遥

15 南大分中学校 川野 蒼奈 佐藤 沙弥香 6-1  

大分豊府中学校 佐藤 沙弥香 阿部 遥  

16 大分豊府中学校 阿部 遥 6-0  岡﨑 咲菜
滝尾中学校 松村 幸季  辻 さくら

17 滝尾中学校 松村 歩輝 松村 幸季 6-1

  松村 歩輝  

18  Bye 6  松村 幸季
臼杵西中学校 川野 莉依  松村 歩輝

19 臼杵西中学校 足立 梨緒 川野 莉依 6-2  

大東中学校 早川 結 足立 梨緒  

20 大東中学校 阿南 美海 6-1  深田 麻友
明野中学校 三ヶ田 有紀  鴨田 百合

21 明野中学校 吉本 理沙 三ヶ田 有紀 6-2

王子中学校 石井 梨華子 吉本 理沙  

22 王子中学校 神 知花 6-1  深田 麻友
   鴨田 百合

23  Bye 4 深田 麻友 6-0  

杵築中学校 深田 麻友 鴨田 百合  

24 杵築中学校 鴨田 百合  藤澤 果歩
大東中学校 内田 さら  齋藤 心乃

25 大東中学校 林田 彩和 内田 さら 6-2

王子中学校 津島 千宙 林田 彩和  

26 王子中学校 髙木 由貴 6-0  内田 さら
臼杵西中学校 平松 愛望  林田 彩和

27 臼杵西中学校 鬼崎 ひまり 小花 冬音 6-0  

滝尾中学校 小花 冬音 廣川 陽菜  

28 滝尾中学校 廣川 陽菜 w.o. 藤澤 果歩
大在中学校 上尾 夏生  齋藤 心乃

29 大在中学校 鵜戸 結菜 堀 沙帆 6-0

杵築中学校 堀 沙帆 松本 奈々  

30 杵築中学校 松本 奈々 7-5  藤澤 果歩 後藤 彩心
   齋藤 心乃 順位 3-4 深町 友実加 後藤 彩心

31  Bye 2 藤澤 果歩 6-0  深田 麻友 深町 友実加
明野中学校 藤澤 果歩 齋藤 心乃  鴨田 百合 6-4

32 明野中学校 齋藤 心乃  


