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所属団体 St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
屋島TC 香川 淵崎　絢 [1] 

1 屋島TC 香川 高原　彩音 淵崎　絢 [1] 
   高原　彩音 

2   Bye  淵崎　絢 [1] 

屋島TC 香川 植田　彩夢  高原　彩音 
3 小西TS 香川 溝内　紬 渡部莉央 8-2  

Finalist T.C 愛媛 渡部莉央 窪田結衣  
4 えばらITC 愛媛 窪田結衣 8-4  淵崎　絢 [1] 

愛媛トレセン 愛媛 日下部芽愛 [4]  高原　彩音 
5 愛媛トレセン 愛媛 長井咲希 日下部芽愛 [4] 6-3 7-6(5)  

   長井咲希  
6   Bye  平畠真音 

TSK 徳島 北條夢乃  田住星雛奈 
7 ハッピー 徳島 沼田紗都子 平畠真音 8-2  

ガーデン 徳島 平畠真音 田住星雛奈  
8 HIROテニスカレッジ 徳島 田住星雛奈 8-1  松田　楓華 

WINNER 愛媛 平田ゆずゆ  阿部　千春 
9 WINNER 愛媛 石森有紗日 平田ゆずゆ 6-7(1) 6-4 10-7  

丸亀TC 香川 秋山　陽花里 石森有紗日  
10 ｐｄｔ 香川 西川　桃絆 8-6  平田ゆずゆ 

    石森有紗日 
11   Bye 松本花姫 [3] 8-1  

F.S.S 高知 松本花姫 [3] 田口玲渚  
12 タカミ 高知 田口玲渚  松田　楓華 

シオンテニスクラブ 徳島 曽我井光里  阿部　千春 
13 シオンテニスクラブ 徳島 福岡凛 松田　楓華 6-2 6-1  

小西TS 香川 松田　楓華 阿部　千春  
14 丸亀TC 香川 阿部　千春 8-0  松田　楓華 

    阿部　千春 
15   Bye 泉結月花 [2] 8-4  

ｱﾒﾘｶﾝﾃﾆｽ 徳島 泉結月花 [2] 溝渕杏莉  
16 ガーデン 徳島 溝渕杏莉  

   平畠真音 
  順位 3-4 田住星雛奈 平畠真音 
  平田ゆずゆ 田住星雛奈 
  石森有紗日 8-1  
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丸亀ＴＣ 香川 堀家　那菜 [1] 

1 フォーレスト 香川 市原　小梅 堀家　那菜 [1] 

シオンテニスクラブ 徳島 中川舞羽 市原　小梅 
2 シオンテニスクラブ 徳島 石園佳穂 8-1  堀家　那菜 [1] 

ｱﾒﾘｶﾝﾃﾆｽ 徳島 上杉茉凛  市原　小梅 
3 ラ・ポーム 徳島 秋山咲悠 上杉茉凛 8-1  

土佐塾中 高知 本吉梨紗 秋山咲悠  
4 土佐塾中 高知 横畠舞桜 8-2  堀家　那菜 [1] 

F.S.S 高知 平野礼菜 [4]  市原　小梅 
5 F.S.S 高知 柿谷玲奈 日野紗良 6-0 6-4  

巧庭球塾 愛媛 日野紗良 石森日佳理  
6 WINNER 愛媛 石森日佳理 8-2  日野紗良 

HIROテニスカレッジ 徳島 後藤田奈央  石森日佳理 
7 HIROテニスカレッジ 徳島 西森暖乃 後藤田奈央 9-8(4)  

土佐中 高知 山中星空来 西森暖乃  
8 高知学芸中 高知 高橋菜々子 8-1  堀家　那菜 [1] 

愛媛トレセン 愛媛 本田咲桜  市原　小梅 
9 チームベア 愛媛 近江慧 中村　明空歩 6-7(5) 6-2 10-8  

小西ＴＳ 香川 中村　明空歩 向井　悠花  
10 高松北中学校 香川 向井　悠花 9-7  中海歩夢 [3] 

高松北中学校 香川 多田　愛叶  溝渕早百合 
11 高松北中学校 香川 藤澤　和佳 中海歩夢 [3] 8-6  

山田テニスクラブ 徳島 中海歩夢 [3] 溝渕早百合  
12 OZONO&GURIM 徳島 溝渕早百合 8-3  濱田暖菜 [2] 

チームラビット 香川 小泉　和奏  石川伽音 
13 ローランギャロ 香川 戸田　莉生 渡部日菜 6-1 6-1  

Finalist TC 愛媛 渡部日菜 西原琉羽  
14 Finalist T.C 愛媛 西原琉羽 8-6  濱田暖菜 [2] 

F.S.S 高知 岡本笑実  石川伽音 
15 F.S.S 高知 酒井渚月 濱田暖菜 [2] 8-0  

今治明徳中 愛媛 濱田暖菜 [2] 石川伽音  
16 ﾘｱﾝﾃﾆｽﾁｰﾑ 愛媛 石川伽音 8-0  

   日野紗良 
  順位 3-4 石森日佳理 中海歩夢 [3] 

  中海歩夢 [3] 溝渕早百合 
  溝渕早百合 8-5  
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