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所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
南大分中学校 杉田 千希 

1 南大分中学校 髙倉 万智 杉田 千希 順位 3-4 桑原 由弥
  髙倉 万智 蔵吉 さくら 桑原 由弥

2  Bye  佐藤 流希亜 後藤 紫音 蔵吉 さくら 
滝尾中学校 中村 梨愛  薬師寺 華 柴田 美緒 6-1  

3 滝尾中学校 宮迫 芽生 佐藤 流希亜 w.o. 
大在中学校 佐藤 流希亜 薬師寺 華  

4 大在中学校 薬師寺 華 6-2  桑原 由弥 
杵築中学校 中⻄ 絢音  蔵吉 さくら

5 杵築中学校 吉田 莉⾥那 吉田 栞理 6-0  
王子中学校 吉田 栞理 福田 湖子  

6 王子中学校 福田 湖子 6-2  桑原 由弥 
   蔵吉 さくら

7  Bye 桑原 由弥 6-0  
⻘⼭中学校 桑原 由弥 蔵吉 さくら  

8 ⻘⼭中学校 蔵吉 さくら  師藤 彩花
⾅杵⻄中学校 師藤 彩花   石田 桃子 

9 ⾅杵⻄中学校 石田 桃子 師藤 彩花  6-2  
  石田 桃子  

10  Bye  師藤 彩花  
大東中学校 井田 杏  石田 桃子

11 大東中学校 宮崎 穂花 井田 杏 6-1  
王子中学校 園田 真緒 宮崎 穂花  

12 王子中学校 繁松 実⾥ 6-4  師藤 彩花
   石田 桃子

13  Bye 淵上 実咲 6-0  
滝尾中学校 淵上 実咲 豊田 莉子  

14 滝尾中学校 豊田 莉子  二宮 亜稀菜 
   増田 吏咲

15  Bye 二宮 亜稀菜 6-0  
明豊中学校 二宮 亜稀菜 増田 吏咲  

16 明豊中学校 増田 吏咲  工藤 志歩
明野中学校 中村 未羽  田中 凪 

17 明野中学校 髙⽊ 理央 中村 未羽 6-4  
  髙⽊ 理央  

18  Bye  漆間 咲代 
滝尾中学校 三浦 千雛  豊田 はるか 

19 滝尾中学校 宮成 和花 漆間 咲代 6-4  
王子中学校 漆間 咲代 豊田 はるか  

20 王子中学校 豊田 はるか 6-3  後藤 紫音
滝尾中学校 上原 奈々美  柴田 美緒

21 滝尾中学校 藤澤 恵実子 ⻲井 咲來 6-0  
⾅杵⻄中学校 ⻲井 咲來 後藤 愛実  

22 ⾅杵⻄中学校 後藤 愛実 6-0  後藤 紫音  
   柴田 美緒

23  Bye 後藤 紫音  6-3  
大東中学校 後藤 紫音  柴田 美緒  

24 大東中学校 柴田 美緒  工藤 志歩
王子中学校 上⼭ 凜乃  田中 凪 

25 王子中学校 上⼭ 詩乃 上⼭ 凜乃 6-1  
  上⼭ 詩乃  

26  Bye  上⼭ 凜乃
大東中学校 奥村 碧友  上⼭ 詩乃 

27 大東中学校 渡辺 ⻘空 奥村 碧友 6-0  
滝尾中学校 半田 佳穂 渡辺 ⻘空  

28 滝尾中学校 小松 和瑚 7-5  工藤 志歩
   田中 凪 

29  Bye 佐々⽊ 叶愛 6-0  
大東中学校 佐々⽊ 叶愛 ⿊岩 音羽子  

30 大東中学校 ⿊岩 音羽子  工藤 志歩
   田中 凪 

31  Bye 工藤 志歩 6-0  
杵築中学校 工藤 志歩 田中 凪  

32 杵築中学校 田中 凪  


