
平成３０年度　第１２回広島ジュニアオープンテニス大会 平成３０年９月１日・２日

１１才女子シングルス A　グレード びんご運動公園

所属団体 St. Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 やすいそ庭球部 広島 上野 梨咲 [1]  

   上野 梨咲 [1] 

2   Bye   

     

3 たけなみテニスアカデミー 岡山 中原 由璃子   

     

4 NBテニスガーデン 広島 渡辺 葵依   

     

5 たけなみテニスアカデミー 岡山 池田 花珠   

     

6 PROGRESS 広島 安食 文美   

     

7 PROGRESS 広島 行武 奏帆   

     

8 境港ジュニア 鳥取 舩澤 奈菜 [16]   

     

9 グリーンストーンヒルズ+J 広島 平田 里帆 [11]   

     

10 JFTC 岡山 江原 咲楽   

     

11 石川TS 岡山 石川 星来   

     

12 庭球館 広島 松永 夢芽   

     

13 山口テニスアカデミー 山口 向山 瑞生   

     

14 福山テニス王国 広島 成田 結梨   

     

15 グリーンベアーズ 島根 舟木 志織   

     

16 every.TC 岡山 亀山 華子 [6]   

     

17 ラスタットテニスクラブ 岡山 五藤 玲奈 [3]   

     

18 FUTURE-ONE 広島 山本 千尋   

     

19 Ⅰ出雲 島根 池淵 ひかり   

     

20 福山テニス王国 広島 竹堂 杏   

     

21 PROGRESS 広島 行武 涼帆   

     

22 たけなみテニスアカデミー 岡山 山口 心暖   

     

23 トゥネテニスクラブ 山口 三浦 茜音   

     

24 NBテニスガーデン 広島 山科 柚七 [15]   

     

25 柳生園TC 岡山 村上 七菜 [12]   

     

26 FUTURE-ONE 広島 式部 愛美   

     

27 Tension 広島 山本 優心   

     

28 浜村スポ少硬式テニス部 鳥取 井上 日彩   

     

29 ツルガハマテニスクラブ 山口 梶村 明花   

     

30 ラスタットテニスクラブ 岡山 樽床 風音   

     

31 ラスタットテニスクラブ 岡山 木畑 莉花   

     

32 やすいそ庭球部 広島 清田 あいこ [7]   
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33 グリーンベアーズ 島根 宮本 恵 [8]   

     

34 スフィーダテニスクラブ 岡山 髙本 美来   

     

35 福山テニス王国 広島 箱﨑 美来   

     

36 ハニ・kami 岡山 桑名 彩華   

     

37 境港ジュニア 鳥取 大根 花菜   

     

38 Four　Clover 広島 横山 侑來   

     

39 アキラITC 広島 河野 光咲   

     

40 ラスタットテニスクラブ 岡山 志久 舞優 [9]   

     

41 MIYAKE　Jr　高屋TC 岡山 中村 若那 [14]   

     

42 NBテニスガーデン 広島 眞鍋 結衣   

     

43 アルファテニスクラブ 山口 重永 莉子   

     

44 やすいそ庭球部 広島 田中 愛   

     

45 福山テニス王国 広島 永井 支麻   

     

46 柳生園TC 岡山 西山 日向   

     

47 たけなみテニスアカデミー 岡山 中原 萌   

     

48 グリーストーンヒルズ+J 広島 平田 早希 [4]   

     

49 ラスタットテニスクラブ 岡山 原田 萌衣 [5]   

     

50 NBテニスガーデン 広島 福岡 姫奈   

     

51 T-Step 広島 田中 星瑠   

     

52 加茂遊学スポーツクラブ 島根 佐藤 彩海   

     

53 NBテニスガーデン 広島 藤山 羽優   

     

54 たけなみテニスアカデミー 岡山 阿部 若奈   

     

55 天満屋　遊プラザ 岡山 廣澤 真伊   

     

56 Scratch 広島 田口 桜 [10]   

     

57 柳生園TC 岡山 丸山 華穂 [13]   

     

58 NPO廿日市 広島 前野 天寧   

     

59 アキラITC 広島 上迫 陽莉   

     

60 ツルガハマテニスクラブ 山口 小林 奈月   

     

61 境港ジュニア 鳥取 土海 環   

     

62 庭球館 広島 大塚 あや   

     

63 たけなみテニスアカデミー 岡山 大西 真由   

     

64 やすいそ庭球部 広島 井上 季子 [2]  


