
伊予銀カップU１６ダブルス

伊予銀U16女子ダブルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

新田 濱田 暖菜

1 新田 石川 伽音 濱田 暖菜

新田 日詰 梓 石川 伽音

2 新田 田中 紗弥 6-0 濱田 暖菜

済美 本田 咲桜  石川 伽音

3 済美 紀之定 寿佳 本田 咲桜 6-0

愛媛トレセン 井上 ひまり 紀之定 寿佳  

4 えばらITC 富久 木々路 6-3 濱田 暖菜

松西中等 内田 向日葵  石川 伽音

5 松西中等 坪内 歩実 日野 紗良 6-1

新田 日野 紗良 近江 慧  

6 新田 近江 慧 6-4 渡部 日菜

済美 安藤 佳乃  西原 琉羽

7 済美 松本 萌花 渡部 日菜 6-2

Finalist 渡部 日菜 西原 琉羽  

8 Finalist 西原 琉羽 6-1

  

 

伊予銀U16女子ダブルス - コンソレ
Quarterfinals Semifinals Final 勝者

日詰 梓

1 田中 紗弥

Loser  1-2 井上 ひまり

富久 木々路

井上 ひまり 6-3 井上 ひまり

2 富久 木々路  富久 木々路

Loser  3-4 日野 紗良 6-4

近江 慧  

内田 向日葵 Loser  5-8 本田 咲桜

3 坪内 歩実 紀之定 寿佳

Loser  5-6 内田 向日葵  

坪内 歩実  

安藤 佳乃 6-3 本田 咲桜

4 松本 萌花  紀之定 寿佳

Loser  7-8 本田 咲桜 6-3

紀之定 寿佳  

Loser  1-4



伊予銀カップU１６ダブルス

伊予銀U16女子ダブルス-1回戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Finals 予選勝者

新田 濱田 暖菜

1 新田 石川 伽音 濱田 暖菜

  石川 伽音 Q1

2  Bye  

新田 日詰 梓  

3 新田 田中 紗弥 日詰 梓

松東 植田 実咲 田中 紗弥 Q2

4 松東 菅 美咲 6-0

済美 本田 咲桜  

5 済美 紀之定 寿佳 本田 咲桜

  紀之定 寿佳 Q3

6  Bye  

   

7  Bye 井上 ひまり

愛媛トレセ

ン 井上 ひまり 富久 木々路 Q4

8 えばらITC 富久 木々路  

松西中等 内田 向日葵  

9 松西中等 坪内 歩実 内田 向日葵

  坪内 歩実 Q5

10  Bye  

   

11  Bye 日野 紗良

新田 日野 紗良 近江 慧 Q6

12 新田 近江 慧  

済美 安藤 佳乃  

13 済美 松本 萌花 安藤 佳乃

宇東 大内 優 松本 萌花 Q7

14 宇東 宮本 陽菜 6-0

   

15  Bye 渡部 日菜

Finalist 渡部 日菜 西原 琉羽 Q8

16 Finalist 西原 琉羽  
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