
１R ２R ３R ＱＦ ＳF F シード順位

中岡　咲心 愛媛トレセン 中岡　咲心 愛媛トレセン

本田　咲桜 愛媛トレセン 本田　咲桜 愛媛トレセン

堀家　那菜 フォーレスト

86 小泉　和奏 アップデイト

市原　小梅 フォーレスト 溝渕早百合 GURIM

戸田　莉生 ローランギャロ 83 中海歩夢 山田テニス

後藤田　奈央 HIROテニスカレッジ 63 山中　麟 香南ジュニア

濱岡　美羽 HIROテニスカレッジ 62 杉村　リナ タカミ

山中　麟 香南ジュニア

杉村　リナ タカミ 泉結月花 ｱﾒﾘｶﾝﾃﾆｽ

妹尾ひかり ｱﾒﾘｶﾝﾃﾆｽ

80

日野　紗良 巧庭球塾

石森　日佳理 WINNER 86

菅澤　晴菜 ＴＳＫ 64

西森　暖乃 ＨＩＲＯ 63

石川　伽音 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ

日詰　梓 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ 81

淵崎　絢 屋島TC

中村　明空歩 チームラビット 98(3)

溝渕早百合 GURIM 75

中海歩夢 山田テニス 61

古谷　優海 佐川ジュニア

明神　佐和子佐川ジュニア 80

濱田　暖菜 今治明徳中

内田　向日葵 巧庭球塾 82 《３位決定戦》

84

堀家　那菜 フォーレスト

小泉　和奏 アップデイト

日野　紗良

石森　日佳理

石川　伽音

日詰　梓

２０１７　四国ジュニアテニス選手権大会

１２歳以下　女子ダブルス

2 BYE ２ 香川

1 １ 愛媛愛媛

3 香川

３～４

徳島

4 徳島 高知

5 高知

補欠 徳島

6 BYE

7 愛媛

8 徳島

9 愛媛

10 香川

11 BYE

12 徳島

13 高知

16 香川

14 愛媛

15 BYE



１R ２R ３R ＱＦ ＳF F シード順位

田中　藍衣 ガーデン 徳島 田中　藍衣 ガーデン 徳島

豊田　桜子 アップデイト 香川 81 豊田　桜子 アップデイト 香川

尾木　理保 高知学芸中 本田　ひまり 松西中等

川田　望未 高知学芸中 80 阪口　明香 松西中等

高原　萌乃 高松北中学校 80 今川　さくら シオン

堀　葵 屋島TC 吉田　凜花 シオン

岡本　葵 佐川ジュニア 芹田　七海 高松北中学校

下池　那月 佐川ジュニア 80 大平　一花 ローランギャロ

梅村　百香 三間中 75

冨永　悠月 三間中 75 大西　未紗 桜町中学校

今川　さくら シオン 渡辺　菜央 桜町中学校

吉田　凜花 シオン 80

古市　宙 フォーレスト

駄場　桜子 フォーレスト 81

佐武　あおい 愛媛トレセン

武方　萌彩 WINNER 82

杉浦　里奈 高知中 60

平野　礼菜 FSS 61

川村　理桜 土佐女子中

植杉　凪紗 清水ジュニア 97

石原　里桜 志度中学校

中山　遥乃 志度中学校 81

松橋　ななみ ガーデン

松下　千織 山田テニス 81

芹田　七海 高松北中学校 62

大平　一花 ローランギャロ 62

近藤　唯 愛媛トレセン

藤井　花楓 松西中等 82

南　遥香 ハッピー

三原　ゆい ハッピー 83 《３位決定戦》

川風海月 山田テニスクラブ

中田陽菜 スエヒロ 81 82

本田　ひまり 松西中等

阪口　明香 松西中等

芹田　七海

大平　一花

香川

３～４

補欠

16

11

12

香川

田中　藍衣

豊田　桜子

徳島15

２ 愛媛

4 香川

高知

5

2

17 愛媛

13 香川

徳島

14

高知

高知

愛媛

２０１７　四国ジュニアテニス選手権大会

１４歳以下　女子ダブルス

1 １

徳島香川

6

高知

7

8

9

10

3

愛媛

徳島

愛媛

徳島

香川
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