
テニス 女子ダブルス

シード １Ｒ ２Ｒ ３Ｒ QF SF F

丸山　美蘭 ( 垂水中央 )
永田　香菜子 ( 垂水中央 ) 丸山・永田

菊川　詩織 （西紫原） 60

小園　恵美 （西紫原） 前原・清水

前原　光葵 （城西） 61

清水　朱郁 （城西） 丸山・永田

永石　彩乃 （伊敷台） 61

中野　邑紀 （伊敷台） 永石・中野

岩元　寿子 （緑丘） 63

渡邊　晴香 （緑丘） 丸山・永田

齊野　莉未奈 （伊敷台） 61

田村　明莉 （伊敷台） 齊野・田村

二階堂　美夕 （出水） 76(5)

内田　僚郁 （出水） 岩下・樋口

寺内　礼那 （西紫原） 63

稲留　彩花 （西紫原） 寺内・稲留

上野　一愛 （池田） 61 岩下・樋口

宮路　えりか （池田） 60

岩下　輝星 （出水）
樋口　結子 （出水） 丸山・永田

前田　栞里 （西紫原） 61

上栗　由依 （西紫原） 前田・上栗

川路　奈津子 （城西） 64

竹田　百香 （城西） 川路・竹田

出水　里沙 （伊敷台） 62

秋月　梨那 （伊敷台） 前田・上栗

溝口　史奈 （出水） 64

神嵜　舞 （出水） 溝口・神嵜

下津　裕美 （西紫原） 61

三嶋　志保 （西紫原） 吉村・藤田

吉村　茜梨沙 （鹿児島純心女子） 61

藤田　あかね （鹿児島純心女子） 吉村・藤田

西内　美咲 （西紫原） 60

杉山　咲季 （西紫原） 吉村・藤田

大富　彩香 （志學館中等部） 61

山元　実紗 （志學館中等部） 池ノ上・馬渡

池ノ上　碧 （城西） 61

馬渡　望華 （城西） 脇・矢崎

脇　香菜子 （伊敷台） 63

矢崎　真衣 （伊敷台） 脇・矢崎

桑波田　真紀 （緑丘） 64

松下　潤子 （緑丘） 脇・矢崎

川中　麻湖 （西紫原） 63

坂口　珠里 （西紫原） 小橋口・東

小橋口　莉奈 （城西） 76(3)

東　真子 （城西） 脇・矢崎

梶野　桃香 （西紫原） 61

大原　彩 （西紫原） 大山・宮ヶ迫

大山　智代 （城西） 76(4)

宮ヶ迫　塔子 （城西） 大囿・松本

堀之内　陽香 （伊敷台） 62

小川　由希子 （伊敷台） 堀之内・小川

西牟田　佳那 （池田） 61 大囿・松本

野元　菜未 （池田） 64

大囿　花奈恵 （出水）
松本　菜緒 （出水） 脇・矢崎

淵上　菜々 （出水） 60

松本　捺季 （出水） 淵上・松本

鶴田　早紀 （伊敷台） 62

益田　有沙 （伊敷台） 淵上・松本

立山　愛美 （垂水中央） 63

篠原　那々 （垂水中央） 河野・米倉

河野　紗希 （緑丘） 76(2)

米倉　菜乃 （緑丘） 増田・福山

町田　珠希 （城西） 63

福森　幸奈 （城西） 町田・福森

鏑流馬　瑠菜 （西紫原） 61

寺原　真子 （西紫原） 増田・福山

今村　仁美 （緑丘） 62

前田　倫花 （緑丘） 今村・前田

盛満　瑞姫 （伊敷台） 65

牧迫　澪 （伊敷台） 増田・福山

増田　汐里 (西陵) 60

福山　茜 (西陵)

◆１Rのみ，６ｹﾞｰﾑ先取，
　ｾﾐﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ方式で実施
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テニス 女子ダブルス

シード ＱＦ ＳＦ Ｆ

丸山　美蘭 ( 垂水中央 )
永田　香菜子 ( 垂水中央 ) 丸山・永田

岩下　輝星 （出水） 61

樋口　結子 （出水） 丸山・永田

前田　栞里 （西紫原） 61

上栗　由依 （西紫原） 吉村・藤田

吉村　茜梨沙 （鹿児島純心女子） 61

藤田　あかね （鹿児島純心女子） 脇・矢崎

脇　香菜子 （伊敷台） 63

矢崎　真衣 （伊敷台） 脇・矢崎

大囿　花奈恵 （出水） 61

松本　菜緒 （出水） 脇・矢崎

淵上　菜々 （出水） 60

松本　捺季 （出水） 増田・福山

増田　汐里 (西陵) 63

福山　茜 (西陵)

シード

岩下　輝星 （出水）
樋口　結子 （出水） 岩下・樋口

淵上　菜々 （出水） 63

松本　捺季 （出水） 岩下・樋口

大囿　花奈恵 （出水） 64

松本　菜緒 （出水） 大囿・松本

前田　栞里 （西紫原） 62

上栗　由依 （西紫原）

シード

吉村　茜梨沙 （鹿児島純心女子）
藤田　あかね （鹿児島純心女子） 増田・福山

増田　汐里 (西陵) 63

福山　茜 (西陵)

最終順位

氏　名 学　校　名

脇　香菜子 （伊敷台）
矢崎　真衣 （伊敷台）

丸山　美蘭 ( 垂水中央 )
永田　香菜子 ( 垂水中央 )

増田　汐里 (西陵)
福山　茜 (西陵)

吉村　茜梨沙 （鹿児島純心女子）
藤田　あかね （鹿児島純心女子）

岩下　輝星 （出水）
樋口　結子 （出水）

◆７・８位決定戦はなし

　　３位決定戦

◆上位４組までが九州大会へ出場
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◆６ゲーム先取，ノーアドバンテージ方式
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