
2017年第26回伊予銀カップジュニア選手権大会　16歳以下
日　時　平成29年6月10日（土）　8:30受付完了　シングルス　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　空港東第4公園テニスコート
　　　　　平成29年6月11日（日）　8:30受付完了　シングルス残り試合及びダブルス　　　場所　松山市中央公園テニスコート
　　　　　シングルスでベスト16に入った選手は、翌日のダブルスに参加できます。ベスト16の選手を含むペアでエントリーしてください。
　　　　　シングルスの本戦及びダブルスはフィードインコンソレーションで行います。
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1 濵永 花季 (新田高)

3 山住 美颯 (宇南中等)

2 渡邉 紗弓 (今治南高)

4 山岸 冬萌香 (松山東高)

1 山内 和香 (松西中等)

5 重松 美月 (伊予高)

2 矢野 寛奈 (今北大三島)

3 泉 沙耶佳 (川之石高)

4 山内 梨瑚 (松西中等)

1 五島 彩寿 (WINNER)

4 石川 麻衣 (新居浜東高)

2 越智 理恵 (松西中等)

3 前田 桐 (東温高)

1 吉村 紗葉 (愛大附属高)

5

2 越智 春奈 (西条農業高)

3 眞鍋 知里 (今治西高)

4 橋本 七海 (済美高)

1 近藤 ひな子 (ウインTC)

2 西本 紗菜 (愛媛トレセン)

3 亀岡 沙奈恵 (長浜高)

5 山口 歩花 (松山東高)

1 成川 舞 (松山中央高)

2 竹口 遥 (宇南中等)

3 石井 佑実 (西条高)

4 神田 晴香 (松西中等)

1 江戸 歩乃佳 (松山中央高)

3 原田 結菜 (今治南高)

4 尾崎 愛花里 (松西中等)

1 松本 旭夏 (新田高)

2 (済美高)

2 矢野 心 (今治明徳中)

3 香川 亜優莉 (新居浜東高)

4 荘 こはる (三間中)
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1

3

1

3

1

山内 優奈

相原 礼佳 (新田高)

3 玉井 菜月 (伊予高)

田窪 千穂里 (今治明徳中)

2 佐光 紗由美 (新居浜東高)

5 渡部 由佳 (松山東高)

髙本 麻未 (今治北高)

2 片上 優佳 (松山中央高)

阿部 香乃 (松西中等)

4 黒田 百花 (三間中)

佃 りさ子 (大洲農業高)

2 三宅 真鈴 (東温高)

岩重 綾花 (今治南高)

4 渡部  舞 (松西中等)

小島 怜和 (宇南中等)

2 中西 杏 (松山中央高)

3 中西 惟子 (松山東高)

柑本 明日香 (済美高)

4 片山 果林 (松西中等)

1 山田 舞依 (新田高)

5 武田 優花 (ONOスポーツクラブＴＣ)

1 坂本 実夢 (松山北高)

2 桑原 里奈 (西条高)

3 安藤 咲希 (今治西高)

4 小笠原 奈津 (松西中等)

(愛媛トレセン)

2 望月 美優里 (今治南高)

1 天野 輝葵

(松山東高)

3 渡邊 七海

(川之石高)

4 (松西中等)

(3PLUS)

2 西田 朱里 (松山中央高)

4

5 重川 幸百合

1 吉井 あかり

岡田 侑明果

4 二宮 由樹

3 上田 ひかり

4 近藤 紗衣 (新居浜東高) 4 黒河 優莉菜

(伊予高)5 島内 結衣 (伊予高)

(三間中)

(新居浜東高)

清水 愛理 (三間中) 5 小笠原 桃乃 (今北大三島)

2 井上 晴香 (八幡浜高)
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2017伊予銀カップU16女子シングルス本戦（フィードインコンソレーションで行います） 2017伊予銀カップU16女子ダブルス（ベスト８よりフィードインコンソレーション）

本戦 コンソレーション 本戦 松本 旭夏 新田高 １〜４ コンソレーション

濵永 相原 礼佳 新田高 山内 和香 松西中等

60 松本 BYE 0 岡田 侑明果 松西中等 成川

濵永 吉村 相原 0 0 江戸

60 60 60 山内 山内 和香 松西中等 ５〜８ 64 吉井

五島 坂本 岡田 岡田 侑明果 松西中等 成川 舞 松山中央高 五島

64 63 62 尾崎 愛花里 松西中等 江戸 歩乃佳 松山中央高 64

松本 神田 晴香 松西中等

濵永 相原 ９〜１６

62 61 吉井 あかり 3PLUS

坂本 成川 舞 松山中央高 五島 彩寿 WINNER 吉井

近藤 62 江戸 歩乃佳 松山中央高 五島

60 坂本 BYE 0 ９〜１２ 62

松本 尾崎 吉村 0 0 山田 舞依 新田高

63 63 63 BYE 0 天野 輝葵 愛媛トレセン 山田

松本 0 0 天野

62 小島 坂本 実夢 松山北高 １３〜１６ 60

62 濵永 吉村 紗葉 愛大附属高 岩重 綾花 今治南高 坂本

濵永 近藤 渡邉 紗弓 今治南高 吉村

64 63 76(2)

吉井 あかり 3PLUS １〜８

相原 五島 彩寿 WINNER 坂本 実夢 松山北高

60 吉井 BYE 0 吉村 紗葉 愛大附属高

相原 黒田 五島 0 0

60 62 62 山田 小島 怜和 宇南中等

小島 近藤 天野 小笠原 奈津 松西中等

76(5) 61 64 山田 舞依 新田高

濵永 天野 輝葵 愛媛トレセン

吉井 近藤

62 63

山田 岩重 黒田 百花 三間中

坂本 61 渡邉 清水 愛理 三間中

62 濵永 61 岩重 綾花 今治南高

吉井 山田 近藤 渡邉 紗弓 今治南高

60 60 61 BYE 0

吉井 0 0

60 山田 濵永 花季 新田高

61 近藤 ひな子 ウインTC

3位決定戦 5位決定戦
山田 成川 舞 松山中央高

松本 天野 江戸 歩乃佳 松山中央高

62 61 山田 舞依 新田高

天野 輝葵 愛媛トレセン

1 濵永 花季 新田高

2 山内 和香 松西中等

3 五島 彩寿 WINNER

4 吉村 紗葉 愛大附属高

宇南中等
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7松西中等

坂本 実夢 松山北高 １３～１６

松山中央高

5 近藤 ひな子 ウインTC
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小島 怜和

成川 舞 6

松山中央高

尾崎 愛花里

松本 旭夏 新田高 8

7 尾崎 愛花里 松西中等

9 相原 礼佳 新田高

三間中
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3

近藤 ひな子 ウインTC

12 小島 怜和 宇南中等
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5

9

6 成川 舞
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今治南高

10 黒田 百花

松西中等

岡田 侑明果 松西中等

14 坂本 実夢 松山北高

新田高

13 山田 舞依 新田高

五島 彩寿3
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WINNER

16 吉井 あかり 3PLUS

15 岡田 侑明果

8 松本 旭夏

9 相原 礼佳
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13 山田 舞依
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11

5 ５～８

９～１２
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