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新田 石川  璃星  [1]

新田 近江  慧 石川  璃星  [1]1

近江  慧

Bye 1 石川  璃星  [1]2

巧庭球塾 末廣 來見 近江  慧

四国中央市テニス協会 栗原 小雪 末廣 來見
6-0 3

済美 山下  巴菜乃  [8] 栗原 小雪

済美 山内  明花里 6-1 
石川  璃星  [1]4

新田 富久  木々路  [6] 近江  慧

新田 石川  由唯 富久  木々路 [6]
7-6(4) 5

石川  由唯

Bye 3 日下部  芽愛  [4]6

渡部  日菜

Bye 12 日下部  芽愛  [4]
6-2 7

松山東 日下部  芽愛  [4] 渡部  日菜

松山東 渡部  日菜 石川  璃星  [1]8

済美 向井  椛  [3] 近江  慧 1.

松山東 白石  雛 向井  椛  [3]
6-4 9

白石  雛

Bye 11 向井  椛  [3]10

白石  雛

Bye 4 大内  優  [5]
6-4 11

宇和島東 大内  優  [5] 白石  優桜

今治西 白石  優桜 井上  ひまり  [2]12

ONOスポーツTC 三宅  塔子  [7] 西原  琉羽

巧庭球塾 伊藤  みな美 三宅  塔子  [7]
6-0 13

松西中等 小澤 春日 伊藤  みな美

松西中等 渡部 夏帆 6-3 
井上  ひまり  [2] 井上  ひまり  [2]14

西原  琉羽 西原  琉羽 2.

Bye 2 井上  ひまり  [2]
6-0 15

新田 井上  ひまり  [2] 西原  琉羽

新田 西原  琉羽16

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

山下  巴菜乃 [8]

山内  明花里

山下 巴菜乃  [8] 三宅 塔子 [7]

山内 明花里 伊藤 みな美

三宅  塔子  [7]

伊藤  みな美

三宅 塔子 [7]

Bye 伊藤 みな美
6-1 

大内 優 [5] 日下部 芽愛 [4]

Bye 白石 優桜 渡部  日菜

大内  優 [5]
6-1 

白石  優桜

日下部 芽愛 [4]

Bye 渡部 日菜

富久 木々路  [6] 日下部  芽愛 [4]

Bye 石川 由唯 渡部 日菜 3.

富久  木々路 [6]
6-4 

石川  由唯

小澤 春日 末廣 來見

渡部 夏帆 栗原 小雪

小澤 春日
6-4 

渡部 夏帆

末廣 來見 向井  椛 [3]

Bye 栗原 小雪 白石  雛

末廣 來見
7-6(4) 

栗原 小雪

向井 椛  [3] 向井 椛 [3]

白石 雛 白石 雛 4.

三宅  塔子  [7]

伊藤  みな美 三宅 塔子 [7]

末廣 來見 伊藤 みな美 5.

栗原 小雪 6-3 

末廣 來見

栗原 小雪 6.

大内  優 [5]

白石  優桜

富久  木々路  [6] 7.

石川  由唯

山下 巴菜乃 [8] 8.

山内 明花里 山下  巴菜乃  [8]

山内  明花里

Bye

9.

Bye 小澤 春日

小澤 春日 渡部 夏帆

渡部 夏帆 10.

Bye

11.

Bye

12.

Bye

13.

Bye 14.

15.

16.

Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者


