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新田 近藤  唯  [1]1

近藤  唯  [1]

Bye 12

近藤  唯  [1]

北宇和 武田  みちか  [8] 6-0 3

森山 奈津子

済美 森山 奈津子 7-5 4

近藤  唯  [1]

新田 阪口  明香  [3] 6-0 5

阪口  明香  [3]

松西中等 藤井 花楓 6-4 6

阪口  明香  [3]

済美 武方  萌彩  [5] 7-5 7

武方  萌彩  [5]

大洲農業 大成 夢歩 6-1 8

近藤  唯  [1] 1.

松西中等 石田 紗月 6-3 9

石田 紗月

松南 佐武  あおい  [7] w.o.10

田中  唯羽  [4]

新田 石森 日佳理 6-1 11

田中  唯羽  [4]

済美 田中  唯羽  [4] 6-1 12

村田  千聡  [2]

北宇和 松本 奈幹 6-2 13

西本  梨乃  [6]

済美 西本  梨乃  [6] 6-2 14

村田  千聡  [2] 村田  千聡  [2] 2.

Bye 2 6-1 15

村田  千聡  [2]

新田 村田  千聡  [2]16

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

武田  みちか  [8]

武田 みちか  [8] 西本 梨乃 [6]
6-0 

西本  梨乃  [6]

藤井 花楓 石田 紗月
6-2 

藤井 花楓
6-1 

大成 夢歩 石田 紗月 阪口  明香  [3]
6-1 

石田 紗月

佐武 あおい  [7] 阪口 明香 [3]

石森 日佳理
w.o.

石森 日佳理 武方 萌彩 [5] 阪口 明香 [3] 3.
6-2 6-3 

武方  萌彩  [5]

松本 奈幹 武方 萌彩 [5]
6-1 

松本 奈幹

Bye 松本 奈幹 田中  唯羽  [4]
6-4 

森山 奈津子

田中 唯羽 [4] 田中 唯羽 [4] 4.

石田 紗月

武方 萌彩 [5] 5.

武方  萌彩  [5] 6-3 

石田 紗月 6.

西本  梨乃  [6]

西本 梨乃 [6] 7.

松本 奈幹

松本 奈幹 8.

武田 みちか  [8]

藤井 花楓

藤井 花楓 6-0 

石森 日佳理 9.

石森 日佳理 6-3 

石森 日佳理

森山 奈津子 6-1 
藤井 花楓 10.

武田  みちか  [8]

森山 奈津子 11.

森山 奈津子

武田 みちか  [8] 12.

Bye

大成 夢歩

大成 夢歩

大成 夢歩 13.

佐武 あおい  [7] w.o.

佐武  あおい  [7]

Bye 佐武 あおい  [7] 14.

Bye

15.

Bye

16.

Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者


