
１６才以下女子シングルス
所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 ガーデン 徳島 田中　藍衣  

   田中　藍衣

2 土佐高 高知 佐野　理咲 8-2  

    田中　藍衣

3 高知中 高知 杉浦　里奈  8-3

   古市　宙  

4 高松北高 香川 古市　宙 8-5  

    豊田　桜子

5 城南高 徳島 松橋　ななみ  6-2 2-6 10-7

   豊田　桜子  

6 高松北高 香川 豊田　桜子 8-2  

    豊田　桜子

7 済美高 愛媛 田中　唯羽  8-0

   松下　千織  

8 城南高 徳島 松下　千織 8-1  

    豊田　桜子

9 松山西中等 愛媛 本田　ひまり  6-2 6-2

   本田　ひまり  

10 土佐高 高知 谷本　若菜 8-0  

    本田　ひまり

11 徳島商業高 徳島 木元　胡桃  8-2

   植杉　凪紗  

12 済美高 愛媛 植杉　凪紗 8-0  

    本田　ひまり

13 城南高 徳島 福井　聖  6-2 6-3

   宮地　優空  

14 英明高 香川 宮地　優空 8-0  

    藤井　花楓

15 松山西中等 愛媛 藤井　花楓  8-3

   藤井　花楓  

16 高松北高 香川 土谷　凜 8-4  

    大平　一花

17 WINNER 愛媛 近藤　唯  6-3 6-4

   近藤　唯  

18 高知高 高知 岡本　葵 8-1  

    近藤　唯

19 新田高 愛媛 村田　千聡  8-6

   村田　千聡  

20 徳島商業高 徳島 近名　遥夏 8-0  

    大平　一花

21 三木高 香川 大屋敷　沙津貴  6-0 6-1

   岡久　志和  

22 徳島商業高 徳島 岡久　志和 8-5  

    大平　一花

23 土佐高 高知 中野　実愛  8-3

   大平　一花  

24 ローランギャロ 香川 大平　一花 8-0  

    大平　一花

25 土佐高 高知 山田　芽依  4-6 6-2 6-3

   山田　芽依  

26 今治明徳高矢田校 愛媛 村瀬　萌 8-3  

    吉田　凜花

27 3PLUS 愛媛 森岡　花菜  9-7

   吉田　凜花  

28 徳島商業高 徳島 吉田　凜花 8-3  

    阪口　明香

29 トキワＴＣ 香川 住友　里穏  6-2 6-4

   住友　里穏  

30 F.S.S 高知 中野　桃香 8-0  

    阪口　明香

31 高松北高 香川 芹田　七海  8-3

   阪口　明香  

32 新田高 愛媛 阪口　明香 8-3

    

補欠1 済美高 愛媛 武方　萌彩
補欠2 土佐女子高 高知 川村　理桜

  

 本田　ひまり  

 本田　ひまり 

  阪口　明香 6-1 6-2   

  

 田中　藍衣  

   田中　藍衣 

  藤井　花楓 6-4   

    田中　藍衣 

  近藤　唯  6-3  

   吉田　凜花  
  吉田　凜花 7-6(5)    
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１８才以下女子シングルス
所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 新田高 愛媛 濱永　花季  

   濱永　花季

2 土佐高 高知 杉原　彩 8-0  

    濱永　花季

3 徳島市立高 徳島 川田　香菜子  8-2

   川田　香菜子  

4 新田高 愛媛 相原　礼佳 8-2  

    濱永　花季

5 土佐高 高知 高橋　詩織  6-1 6-0

   三原　千廣  

6 坂出高 香川 三原　千廣 8-6  

    六車　祐里佳

7 徳島市立高 徳島 保里　妃香  9-8(2)

   六車　祐里佳  

8 高松北高 香川 六車　祐里佳 8-4  

    濱永　花季

9 新田高 愛媛 吉井　あかり  6-3 2-6 7-5

   吉井　あかり  

10 高松北高 香川 中山　穂香 8-2  

    吉井　あかり

11 済美高 愛媛 内田　さくら  8-1

   内田　さくら  

12 高松北高 香川 藤明　真奈 8-2  

    吉井　あかり

13 高知中央高 高知 鎌倉　汐里  6-4 6-2

   吉田　真優  

14 徳島商業高 徳島 吉田　真優 8-6  

    兼田　若奈

15 高松南高 香川 山田　真央  8-0

   兼田　若奈  

16 城東高 徳島 兼田　若奈 8-0  

    濱永　花季

17 徳島商業高 徳島 今川　さくら  7-5 6-3

   今川　さくら  

18 高知中央高 高知 山中　優 8-3  

    佐藤　葉菜

19 徳島商業高 徳島 佐藤　葉菜  8-3

   佐藤　葉菜  

20 愛大附属高 愛媛 吉村　紗葉 8-0  

    喜田　若菜

21 坂出高 香川 戸田　梓乃  6-3 6-4

   近藤　ひな子  

22 済美平成高 愛媛 近藤　ひな子 8-3  

    喜田　若菜

23 土佐女子高 高知 和井　佑奈  8-2

   喜田　若菜  

24 高松北高 香川 喜田　若菜 8-0  

    喜田　若菜

25 坂出高 香川 市原　すみれ  6-1 6-3

   松本　旭夏  

26 新田高 愛媛 松本　旭夏 8-2  

    松本　旭夏

27 徳島商業高 徳島 豊実　采佳  8-4

   豊実　采佳  

28 土佐塾高 高知 公文　ひかる 8-1  

    吉田　涼音

29 新田高 愛媛 山田　舞衣  6-2 6-4

   山田　舞衣  

30 北宇和高 愛媛 岡部　友紀 8-3  

    吉田　涼音

31 土佐女子高 高知 高橋　いよ  8-1

   吉田　涼音  

32 新田高 愛媛 吉田　涼音 8-0

    

補欠1 高知商業高 高知 河渕　真菜
補欠2 徳島商業高 徳島 大橋　香於里

  

 吉井　あかり  

 吉田　涼音 

  吉田　涼音 6-0 7-5   

  

 六車　祐里佳  

   兼田　若奈 

  兼田　若奈 6-4   

    松本　旭夏 

  佐藤　葉菜  6-4  

   松本　旭夏  
  松本　旭夏 7-6(5)    
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