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所属団体 Round 1

1 愛媛トレセン  窪田 結衣 [1]

2  Bye 1

3 WINNER  伊藤 彩華

4 3PLUS  二宮 有惟

5 巧庭球塾  篠崎 星那

6 愛媛トレセン  藤井 花蓮

7  Bye 7

8 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  奥平 華音 [8]

9 Finalist TC  渡部 莉央 [3]

10  Bye 3

11 愛媛トレセン  山中 星來

12  Bye 13

13 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  柴垣 紗来

14 KS.Jｒ  由井 愛海

15  Bye 5

16 愛媛トレセン  川里 穂花 [6]

17 愛媛トレセン  重松 優那 [7]

18  Bye 6

19 WINNER  土井 杏夏

20 Finalist TC  安部 葵

21 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  神野 志奈

22 川之江小  篠原 絢

23  Bye 4

24 愛媛トレセン  日下部 結愛 [4]

25 愛媛トレセン  岡市 瑛蓮 [5]

26  Bye 8

27 愛媛トレセン北条  赤松 凛花

28 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  宇田 沙奈

29 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  笹野 珠里

30 えばらＩＴＣ  砂野 千晶

31  Bye 2

32 ☆コア フリード  木戸 菜々香 [2]

Round 2

 窪田 結衣 [1]
 

 伊藤 彩華
 6-1 

 篠崎 星那
 6-4 

 奥平 華音 [8]
 

 渡部 莉央 [3]
 

 山中 星來
 

 由井 愛海
 7-6(3) 

 川里 穂花 [6]
 

 重松 優那 [7]
 

 安部 葵
 6-2 

 神野 志奈
 7-6(1) 

 日下部 結愛 [4]
 

 岡市 瑛蓮 [5]
 

 宇田 沙奈
 6-2 

 笹野 珠里
 6-0 

 木戸 菜々香 [2]
 

Quarterfinals

 窪田 結衣 [1]
 6-0 

 奥平 華音 [8]
 6-3 

 渡部 莉央 [3]
 6-1 

 由井 愛海
 6-3 

 安部 葵
 6-2 

 日下部 結愛 [4]
 6-0 

 岡市 瑛蓮 [5]
 6-3 

 木戸 菜々香 [2]
 6-1 

Semifinals

 窪田 結衣 [1]
 6-0 

 渡部 莉央 [3]
 6-1 

 日下部 結愛 [4]
 6-0 

 岡市 瑛蓮 [5]
 6-0 

 渡部 莉央 [3]順位 3-4

 日下部 結愛 [4]

Final

 窪田 結衣 [1]
 7-6(6) 

 岡市 瑛蓮 [5]
 6-1 

 渡部 莉央 [3]
 6-4 

 窪田 結衣 [1]
 6-2 
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Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals

 奥平 華音 [8]順位 5-8

 由井 愛海

 安部 葵

 木戸 菜々香 [2]

Final

 由井 愛海
 7-5 

 木戸 菜々香 [2]
 6-0 

 奥平 華音 [8]順位 7-8

 安部 葵

勝者

 木戸 菜々香 [2]
 6-3 

 奥平 華音 [8]
 6-1 



秋季中学生Aクラス
秋季中学生女子Aクラス
日付

25 10 2020
郡市区町村 Website

印刷済: 2020/10/27 17:03:53

所属団体 Round 1

1 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  石川 伽音 [1]
2  Bye 1
3 松西中等  得能 彩菜
4 愛媛トレセン  小椋 咲季
5  Bye 17
6 ONOｽﾎﾟTC  三宅 塔子
7  Bye 15
8 三間JTC  大内 優 [13]
9 えばらITC  富久 木々路 [11]

10  Bye 9
11 巧庭球塾  田中 紗弥
12 ONOｽﾎﾟTC  篠原 悠那
13  Bye 25
14 四国中央市テニス協会  栗原 小雪
15  Bye 7
16 松西中等  内田 向日葵 [6]
17 WINNER  石森 有紗日 [3]
18  Bye 3
19 愛媛トレセン北条  向井 椛
20 ONOｽﾎﾟTC  澤田 芽依
21 今治明徳中  白石 優桜
22 松西中等  尾崎 愛咲花
23  Bye 13
24 愛媛トレセン  井上 ひまり [16]
25 巧庭球塾  日野 紗良 [9]
26  Bye 11
27 愛光中  長井 咲希
28  Bye 21
29 ONOｽﾎﾟTC  市井 美羽弥
30 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  野村 柚葵
31  Bye 5
32 Finalist TC  渡部 日菜 [5]
33 巧庭球塾  伊藤 みな美 [7]
34  Bye 6
35 松西中等  小澤 春日
36 今治明徳中  白石 雛
37  Bye 22
38 ONOｽﾎﾟTC  山内 明花里
39  Bye 12
40 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  日詰 梓 [12]
41 愛媛トレセン北条  安藤 佳乃 [15]
42  Bye 14
43 松西中等  山内 万央
44 愛媛トレセン  松本 萌花
45 3PLUS  篠森 さくら
46 えばらITC  山下 巴菜乃
47  Bye 4
48 Finalist TC  西原 琉羽 [4]
49 松西中等  坪内 歩実 [8]
50  Bye 8
51 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ  岡崎 未空
52  Bye 26
53 ONOｽﾎﾟTC  山内 遥加
54 巧庭球塾  末廣 來見
55  Bye 10
56 三間中  宮本 陽菜 [10]
57 萩インドア  石川 璃星 [14]
58  Bye 16
59 愛媛トレセン  岡市 静羅
60 愛媛トレセン北条  川村 琉衣
61  Bye 31
62 ONOｽﾎﾟTC  森川 菜生
63  Bye 2
64 チームベア  近江 慧 [2]

Round 2

 石川 伽音 [1]
 
 小椋 咲季
 6-2 
 三宅 塔子
 
 大内 優 [13]
 
 富久 木々路 [11]
 
 田中 紗弥
 6-3 
 栗原 小雪
 
 内田 向日葵 [6]
 
 石森 有紗日 [3]
 
 向井 椛
 6-0 
 尾崎 愛咲花
 6-3 
 井上 ひまり [16]
 
 日野 紗良 [9]
 
 長井 咲希
 
 市井 美羽弥
 6-2 
 渡部 日菜 [5]
 
 伊藤 みな美 [7]
 
 白石 雛
 6-0 
 山内 明花里
 
 日詰 梓 [12]
 
 安藤 佳乃 [15]
 
 松本 萌花
 6-4 
 山下 巴菜乃
 w.o.
 西原 琉羽 [4]
 
 坪内 歩実 [8]
 
 岡崎 未空
 
 山内 遥加
 7-5 
 宮本 陽菜 [10]
 
 石川 璃星 [14]
 
 岡市 静羅
 6-3 
 森川 菜生
 
 近江 慧 [2]
 

Round 3

 石川 伽音 [1]
 6-0 

 三宅 塔子
 6-4 

 富久 木々路 [11]
 6-1 

 内田 向日葵 [6]
 6-1 

 向井 椛
 6-3 

 井上 ひまり [16]
 6-0 

 日野 紗良 [9]
 6-1 

 渡部 日菜 [5]
 6-1 

 白石 雛
 6-2 

 日詰 梓 [12]
 6-0 

 安藤 佳乃 [15]
 6-3 

 西原 琉羽 [4]
 6-1 

 坪内 歩実 [8]
 6-2 

 宮本 陽菜 [10]
 6-0 

 石川 璃星 [14]
 6-2 

 近江 慧 [2]
 6-0 

Quarterfinals

 石川 伽音 [1]
 6-0 

 富久 木々路 [11]
 6-4 

 井上 ひまり [16]
 6-3 

 渡部 日菜 [5]
 6-4 

 日詰 梓 [12]
 6-4 

 西原 琉羽 [4]
 6-4 

 坪内 歩実 [8]
 6-1 

 近江 慧 [2]
 6-2 

Semifinals

 石川 伽音 [1]
 6-4 

 渡部 日菜 [5]
 7-5 

 西原 琉羽 [4]
 6-4 

 近江 慧 [2]
 6-2 

 渡部 日菜 [5]順位 3-4
 西原 琉羽 [4]

Final

 石川 伽音 [1]
 6-1 

 近江 慧 [2]
 6-3 

 渡部 日菜 [5]
 6-2 

 石川 伽音 [1]
 6-1 
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Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals

 富久 木々路 [11]順位 5-8

 井上 ひまり [16]

 日詰 梓 [12]

 坪内 歩実 [8]

Final

 富久 木々路 [11]
 6-1 

 日詰 梓 [12]
 6-2 

 井上 ひまり [16]順位 7-8

 坪内 歩実 [8]

勝者

 富久 木々路 [11]
 6-1 

 坪内 歩実 [8]
 6-4 
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