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

   

1 屋島TC 香川 淵崎 絢 [1]  

   淵崎 絢 [1]

2   Bye 1   

    淵崎 絢 [1]

3

萩インドアテニスス

クール 愛媛 石川 璃星  6-0

   石川 璃星  

4 中村テニスクラブ 高知 森田 稀心 6-0  

    田住 星雛奈 [8]

5 リアンテニスチーム 愛媛 奥平 華音  6-2

   中原 貴結  

6 トキワTC 香川 中原 貴結 7-5  

    田住 星雛奈 [8]

7   Bye 7  6-0

   田住 星雛奈 [8]  

8 HIROテニスカレッジ 徳島 田住 星雛奈 [8]   

    田住 星雛奈 [8]

9

テニスアリーナガーデ

ン 徳島 溝渕 杏莉 [3]  6-2

   溝渕 杏莉 [3]  

10   Bye 3   

    高原 彩音

11 屋島TC 香川 高原 彩音  6-4

   高原 彩音  

12 ＷＩＮＮＥＲ 愛媛 石森 有紗日 6-1  

    阿部 千春 [6]

13 シオン 徳島 曽我井 光里  6-1

   曽我井 光里  

14 今治明徳中学校 愛媛 白石 雛 6-2  

    阿部 千春 [6]

15   Bye 5  6-1

   阿部 千春 [6]  

16 丸亀TC 香川 阿部 千春 [6]   

    窪田 結衣 [4]

17 小西TS 香川 松田 楓華 [5]  6-1

   松田 楓華 [5]  

18   Bye 6   

    松田 楓華 [5]

19 ハッピー 徳島 沼田 紗都子  6-2

   渡部 莉央  

20 Finalist　Tennis　Club 愛媛 渡部 莉央 6-0  

    窪田 結衣 [4]

21 丸亀TC 香川 秋山 陽花里  6-3

   秋山 陽花里  

22 土佐中学校 高知 田口 玲渚 6-3  

    窪田 結衣 [4]

23   Bye 4  6-1

   窪田 結衣 [4]  

24 愛媛トレセン 愛媛 窪田 結衣 [4]   

    窪田 結衣 [4]

25

テニスアリーナガーデ

ン 徳島 平畠 真音 [7]  6-3

   平畠 真音 [7]  

26   Bye 8   

    平畠 真音 [7]

27 小西TS 香川 溝内 紬  7-6(6)

   溝内 紬  

28 巧庭球塾 愛媛 木戸 菜々香 6-4  

    植田 彩夢 [2]

29 ラ・ポームTC 徳島 山西 真歩  6-0

   山西 真歩  

30 愛媛トレセン 愛媛 日下部 結愛 6-3  

    植田 彩夢 [2]

31   Bye 2  6-1

   植田 彩夢 [2]  

32 屋島TC 香川 植田 彩夢 [2]  



    

  順位 3-4 阿部 千春 [6]  

   阿部 千春 [6]

  植田 彩夢 [2] 6-2

   

  

四国オープンテニスU13女子 - コンソレ
Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

 

1 Bye

Loser  1-2  

森田 稀心

   

2 森田 稀心  山西 真歩

Loser  3-4  6-0

山西 真歩  

 Loser  29-32  

3 奥平 華音 溝内 紬

Loser  5-6  6-2

奥平 華音  

    

4 Bye  溝内 紬 高原 彩音

Loser  7-8  6-1 6-1

溝内 紬   

 Loser  25-28  

5 Bye 高原 彩音

Loser  9-10  Loser  9-16

石森 有紗日

    

6 石森 有紗日  石森 有紗日 淵崎 絢

Loser  11-12  6-1 6-4

秋山 陽花里   

 Loser  21-24  

7 白石 雛 渡部 莉央

Loser  13-14  7-6(7)

白石 雛  

    

8 Bye  渡部 莉央 淵崎 絢

Loser  15-16  7-6(4) 6-2

渡部 莉央   

 Loser  17-20  

9 Bye 淵崎 絢

Loser  17-18  Loser  1-8

沼田 紗都子

    

10 沼田 紗都子  曽我井 光里 淵崎 絢

Loser  19-20  7-6(4) 6-2

曽我井 光里   

 Loser  13-16  

11 田口 玲渚 溝渕 杏莉

Loser  21-22  6-0

田口 玲渚  

    

12 Bye  溝渕 杏莉 溝渕 杏莉

Loser  23-24  6-2 6-2

溝渕 杏莉   

 Loser  9-12  

13 Bye 平畠 真音

Loser  25-26  Loser  25-32

木戸 菜々香

    

14 木戸 菜々香  木戸 菜々香 溝渕 杏莉

Loser  27-28  6-3 6-3

中原 貴結   

 Loser  5-8  

15 日下部 結愛 石川 璃星

Loser  29-30  6-1

日下部 結愛  

    

16 Bye  石川 璃星 松田 楓華

Loser  31-32  6-2 6-1

石川 璃星   

Loser  1-4  

松田 楓華

Loser  17-24


