
伊予銀カップU１６シングルス

伊予銀U16女子シングルス-本戦
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

  

1 新田 濱田 暖菜  

  濱田 暖菜

2 新田 日野 紗良 6-3  

   濱田 暖菜

3 松東 植田 実咲  6-0

  植田 実咲  

4 済美 本田 咲桜 6-4  

   濱田 暖菜

5 Finalist 渡部 日菜  6-3

  渡部 日菜  

6 愛媛トレセン 井上 ひまり 6-2  

   渡部 日菜

7 宇東 宮本 陽菜  6-2

  富久 木々路  

8 えばらITC 富久 木々路 6-4  

   濱田 暖菜

9 Finalist 西原 琉羽  6-1

  西原 琉羽  

10 松西中等 内田 向日葵 6-1  

   西原 琉羽

11 済美 紀之定 寿佳  6-4

  紀之定 寿佳  

12 新田 近江 慧 6-1  

   石川 伽音

13 済美 安藤 佳乃  6-0

  安藤 佳乃  

14 松西中等 坪内 歩実 6-2  

   石川 伽音

15 新田 日詰 梓  6-0

  石川 伽音  

16 新田 石川 伽音 6-0

   

 順位 3-4 渡部 日菜  

  西原 琉羽

 西原 琉羽 6-2

  

 

伊予銀U16女子シングルス - コンソレ
Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

 

1 日野 紗良

Loser  1-2  

日野 紗良

 6-3  

2 本田 咲桜  日野 紗良

Loser  3-4  6-1

安藤 佳乃  

 Loser  13-16  

3 井上 ひまり 紀之定 寿佳

Loser  5-6  6-2

宮本 陽菜  

 7-6(7)  

4 宮本 陽菜  紀之定 寿佳

Loser  7-8  6-0

紀之定 寿佳  

 Loser  9-12  

5 内田 向日葵 順位5-6

Loser  9-10  Not Played

近江 慧  

 6-1  

6 近江 慧  近江 慧

Loser  11-12  6-1

富久 木々路  

 Loser  5-8  

7 坪内 歩実 近江 慧

Loser  13-14  6-0

日詰 梓  

 6-4  

8 日詰 梓  植田 実咲

Loser  15-16  6-2

植田 実咲  

Loser  1-4  

順位 7-8 日野 紗良  

 日野 紗良

植田 実咲 6-2

 



伊予銀カップU１６シングルス

伊予銀U16女子シングルス-予選
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

所属団体 Round 1 Finals 予選勝者

     

1 新田 濱田 暖菜 [1]  33 松東 植田 実咲 [9]  

  濱田 暖菜 [1]   植田 実咲 [9]

2  Bye   34 宇東 橡木 凜 6-1  

   濱田 暖菜 [1] Q1    植田 実咲 [9] Q9

3 三間中 藤田 心逢  6-1 35 デュポーム 池田 悠夏  6-1

  山下 巴菜乃    小澤 春日  

4 えばらITC 山下 巴菜乃 6-0 36 松西中等 小澤 春日 6-0

      

5 新田 石川 伽音 [2]  37 松西中等 坪内 歩実 [10]  

  石川 伽音 [2]   坪内 歩実 [10]

6 松西中等 山内 万央 6-0  38 デュポーム 越智 絢香 6-0  

   石川 伽音 [2] Q2    坪内 歩実 [10] Q10

7 三間中 井関 なずな  6-0 39 愛媛トレセン北条 向井 椛  6-0

  正岡 桃果    松本 萌花  

8 デュポーム 正岡 桃果 7-6(2) 40 済美 松本 萌花 6-2

      

9 新田 近江 慧 [3]  41 松西中等 内田 向日葵 [11]  

  近江 慧 [3]   内田 向日葵 [11]

10 デュポーム 浅野 由乃 6-0  42 三間中 藤田 乃逢 6-0  

   近江 慧 [3] Q3    内田 向日葵 [11] Q11

11 済美 宮岡 佑愛  6-0 43 新西 近藤 珠苺  6-0

  宮岡 佑愛    高岡 悠妃  

12 松商 友澤 未奈 6-2 44 松山中央 高岡 悠妃 6-3

      

13 Finalist 渡部 日菜 [4]  45 宇東 宮本 陽菜 [12]  

  渡部 日菜 [4]   宮本 陽菜 [12]

14 三間中 井関 しずく 6-0  46 松西中等 村上 優希 6-0  

   渡部 日菜 [4] Q4    宮本 陽菜 [12] Q12

15 松西中等 尾崎 愛咲花  6-0 47 松南 中矢 杏奈  6-0

  尾崎 愛咲花    中矢 杏奈  

16 済美 好川 紀梨 6-1 48 松東 菅 美咲 6-1

      

17 えばらITC 富久 木々路 [5]  49 愛媛トレセン 井上 ひまり [13]  

  富久 木々路 [5]   井上 ひまり [13]

18 松南 渡辺 真生 6-1  50 三間中 稲田 真愛 6-0  

   富久 木々路 [5] Q5    井上 ひまり [13] Q13

19 桜井中 篠森 さくら  6-0 51 今北 曲渕 聖加  6-1

  蟹江 菜生    大内 優  

20 松山中央 蟹江 菜生 6-3 52 宇東 大内 優 w.o.

      

21 Finalist 西原 琉羽 [6]  53 済美 紀之定 寿佳 [14]  

  西原 琉羽 [6]   紀之定 寿佳 [14]

22 済美 山内 遥加 6-0  54 松西中等 川東 琴芭 6-0  

   西原 琉羽 [6] Q6    紀之定 寿佳 [14] Q14

23 宇南 山﨑 ひなた  6-0 55 宇東 河辺 真心  6-0

  髙市 美怜    青木 彩乃  

24 松工 髙市 美怜 6-1 56 松南 青木 彩乃 6-1

      

25 済美 安藤 佳乃 [7]  57 新田 日詰 梓 [15]  

  安藤 佳乃 [7]   日詰 梓 [15]

26 松西中等 白方 彩都 6-0  58 今北 山口 凪咲 6-1  

   安藤 佳乃 [7] Q7    日詰 梓 [15] Q15

27 新田 田中 紗弥  6-2 59 デュポーム 沖本 花音  6-1

  白石 優桜    澤田 芽依  

28 明徳中 白石 優桜 6-3 60 済美 澤田 芽依 6-2

      

29 済美 本田 咲桜 [8]  61 新田 日野 紗良 [16]  

  本田 咲桜 [8]   日野 紗良 [16]

30 川江 野村 柚葵 6-1  62 明徳矢田 原口 白聖 6-0  

   本田 咲桜 [8] Q8    日野 紗良 [16] Q16

31 松北 中屋 日菜子  6-1 63 宇東 清水 理音  6-0

  中屋 日菜子    清水 理音  

32 松西中等 德川 莉暖 6-3 64 今北 濱田 莉子 6-3
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