
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

１３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 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   

1 UP.Set 広島 髙 絢果 [1]  

   髙 絢果 [1] 

2   Bye   

     

3 トゥネTC 山口 三浦 珂菩   

     

4 柳生園TC 岡山 中西 真央   

     

5 NBテニスガーデン 広島 坂田 綾子   

   坂田 綾子  

6   Bye   

     

7   Bye   

   毛利 恵茉  

8 石川TS 岡山 毛利 恵茉   

     

9 柳生園TC 岡山 左山 真尋   

   左山 真尋  

10   Bye   

     

11   Bye   

   成田 理梨  

12 福山テニス王国 広島 成田 理梨   

     

13 たけなみテニスアカデミー 岡山 岩本 梨央   

   岩本 梨央  

14   Bye   

     

15   Bye   

   三浦 乃愛 [14]  

16 サニーTS 鳥取 三浦 乃愛 [14]   

     

17 山口オーサンスTC 山口 伊藤 愛珠 [11]   

   伊藤 愛珠 [11]  

18   Bye   

     

19   Bye   

   平川 瑠菜  

20 アキラITC 広島 平川 瑠菜   

     

21 チェリーテニスクラブ 岡山 浅野 里帆   

   浅野 里帆  

22   Bye   

     

23   Bye   

   藤本 怜矢  

24 NBテニスガーデン 広島 藤本 怜矢   

     

25 たけなみテニスアカデミー 岡山 西田 陽香   

   西田 陽香  

26   Bye   

     

27   Bye   

   村田 結愛  

28 NBテニスガーデン 広島 村田 結愛   

     

29 Four　Clover 広島 唐木 美駈   

   唐木 美駈  

30   Bye   

     

31   Bye   

   吉原 舞 [7]  

32 every TC 岡山 吉原 舞 [7]   
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33 テニスクラブART 岡山 中島 莉良 [4]   

   中島 莉良 [4]  

34   Bye   

     

35 グリーベアーズ 島根 丹波 陽菜   

     

36 NBテニスガーデン 広島 竹内 澪穂   

     

37 チェリーテニスクラブ 岡山 中島 望来   

   中島 望来  

38   Bye   

     

39   Bye   

   上杉 日奈詩  

40 Tension 広島 上杉 日奈詩   

     

41 たけなみテニスアカデミー 岡山 岡田 実菜生   

   岡田 実菜生  

42   Bye   

     

43   Bye   

   陶山 結生  

44 グリーベアーズ 島根 陶山 結生   

     

45 ミズノTS岩国 山口 坪倉 七海   

   坪倉 七海  

46   Bye   

     

47   Bye   

   平田 愛菜 [13]  

48 グリーンストーンヒルズ+J 広島 平田 愛菜 [13]   

     

49 ラスタットテニスクラブ 岡山 原田 悠衣 [9]   

   原田 悠衣 [9]  

50   Bye   

     

51   Bye   

   山口 明里  

52 グリーンストーンヒルズ+J 広島 山口 明里   

     

53 MIYAKE　Jr　高屋TC 岡山 野口 真里   

   野口 真里  

54   Bye   

     

55   Bye   

   東 瑚子  

56 T-Step 広島 東 瑚子   

     

57 柳生園TC 岡山 柴田 真希   

   柴田 真希  

58   Bye   

     

59   Bye   

   河野 今日子  

60 山口テニスアカデミー 山口 河野 今日子   

     

61 MIYAKE　Jr　高屋TC 岡山 片山 実玖   

   片山 実玖  

62   Bye   

     

63   Bye   

   遠藤 愛渚 [8]  

64 ノア・インドアステージ広島西 広島 遠藤 愛渚 [8]   
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65 山陽女子中学校 岡山 戸坂 文音 [6]   

   戸坂 文音 [6]  

66   Bye   

     

67   Bye   

   石井 想良  

68 福山テニス王国 広島 石井 想良   

     

69 石川TS 岡山 佃 咲奈芭   

   佃 咲奈芭  

70   Bye   

     

71   Bye   

   田中 花  

72 やすいそ庭球部 広島 田中 花   

     

73 柳生園TC 岡山 中村 円迦   

   中村 円迦  

74   Bye   

     

75   Bye   

   宇本 まなみ  

76 ミズノTS岩国 山口 宇本 まなみ   

     

77 たけなみテニスアカデミー 岡山 奧野 雅   

   奧野 雅  

78   Bye   

     

79   Bye   

   中岡 咲心 [12]  

80 やすいそ庭球部 広島 中岡 咲心 [12]   

     

81 レノファ山口 山口 渡辺 心優 [16]   

   渡辺 心優 [16]  

82   Bye   

     

83   Bye   

   濱本 弥  

84 T-Step 広島 濱本 弥   

     

85 やすいそ庭球部 広島 川久保 芽生   

   川久保 芽生  

86   Bye   

     

87   Bye   

   黒瀧 桜花  

88 山陽女子中学校 岡山 黒瀧 桜花   

     

89 TC　ＡＲＴ 岡山 柏原 里奈   

   柏原 里奈  

90   Bye   

     

91   Bye   

   上山 夕貴  

92 開星中学校 島根 上山 夕貴   

     

93 遊ポートTC 鳥取 井上 呼春   

     

94 ラスタットテニスクラブ 岡山 檜垣 真歩   

     

95   Bye   

   井上 佳苗 [3]  

96 やすいそ庭球部 広島 井上 佳苗 [3]   
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97 Tension 広島 藤本 麻璃花 [5]   

   藤本 麻璃花 [5]  

98   Bye   

     

99 ツルガハマテニスクラブ 山口 弘 咲花   

     

100 チェリーテニスクラブ 岡山 橋本 侑奈   

     

101 遊ポートTC 鳥取 石黒 和奏   

   石黒 和奏  

102   Bye   

     

103   Bye   

   森 美優  

104 ラスタットテニスクラブ 岡山 森 美優   

     

105 ハニ・kami 岡山 小林 あかね   

   小林 あかね  

106   Bye   

     

107   Bye   

   毛利 悠香  

108 グリーンストーンヒルズ+J 広島 毛利 悠香   

     

109 NBテニスガーデン 広島 眞鍋 芽依   

   眞鍋 芽依  

110   Bye   

     

111   Bye   

   加藤 那菜 [10]  

112 吉賀町テニス連盟 島根 加藤 那菜 [10]   

     

113 ノア・インドアステージ広島西 広島 清瀧 海香 [15]   

   清瀧 海香 [15]  

114   Bye   

     

115   Bye   

   岩本 理沙  

116 oasis 島根 岩本 理沙   

     

117 やすいそ庭球部 広島 折本 はな   

   折本 はな  

118   Bye   

     

119   Bye   

   片桐 葵  

120 山口サングリーンTC 山口 片桐 葵   

     

121 Scratch 広島 大槻 早菜   

   大槻 早菜  

122   Bye   

     

123   Bye   

   神内 彩華  

124 ノア・アカデミー倉敷 岡山 神内 彩華   

     

125 Ⅰ出雲 島根 須田 優奈   

     

126 Tension 広島 北國 芽吹   

     

127   Bye   

   河野 望奈 [2]  

128 チェリーテニスクラブ 岡山 河野 望奈 [2]  


