
 16歳　女子シングルスNo１

シード １R ２R ３R ＱＦ ＳＦ Ｆ

1 1 揚野 ひかり (枕崎JTC)

2 丸野 亜結芽 (城西中)

3 有薗 優香 (西紫原中)

4 内村 香陽 (鹿屋SST)

5 佐藤　真帆 (鹿児島純心女子中)

9～12 6 時任 凜奈 (西紫原中)

7 片野 優心 (出水中)

8 植木 綾菜 (城西中)

9 田中 美月 (西紫原中)

10 廣津 咲希 (鹿児島修学館中)

5～8 11 深迫 春花 (One.D.Jr)

3～4 12 田中 凛々花 (鹿屋SST)

13 中島 愛奈 (出水中)

14 内木場 菜桜 (城西中)

15 豊村 柚月 (西紫原中)

16 有田 渚 (Teamくろまめ)

9～12 17 松元 日遥 (出水中)

18 江田 萠々花 (城西中)

19 平原 夢羽 (スパップクラブ)

20 本白水 華恋 (鹿児島修学館中)

21 池ノ上 しずく (西紫原中)

5～8 22 内村 望央 (アリムラTA)



 16歳　女子シングルスNo２

F SF ＱＦ ３R ２R １R シード

23 西 唯花 (鹿屋SST) 5～8

24 安田 美桜 (鹿児島修学館中)

25 森園 美月 (STA)

26 田上 夏希 (米ノ津Ｊrテニスクラブ)

30 永野 藍梨 (城西中)

27 間手野 愛優花 (城西中)

28 隈元 彩蘭 (スパップクラブ) 9～12

29 野㞍野 麻帆 (西紫原中)

31 岩下 涼音 (Tennis.inc)

32 喜名田 理心 (西紫原中)

33 餅原 理香子 (吾平中) 3～4

34 内野 優里 (伊集院Jクラブ) 5～8

38 福岡 凛々 (伊集院Jクラブ) 9～12

35 廣島 友愛 (出水中)

36 大村 羽紗 (ｴﾒﾗﾙﾄﾞｼﾞｭﾆｱ)

37 浦野 紗英 (城西中)

39 富来 恭香 (鹿屋SST)

40 要 優月 (西紫原中)

43 横村 春花 (エアポートテニスクラブ) 2

41 若松 真衣 (城西中)

42 吉村 弥椰子 (鹿児島修学館中)



 14歳　女子シングルスNo１

シード １R ２R ３R ＱＦ ＳＦ Ｆ

1 1 桑水流 江菜 (伊集院Jクラブ)

2 福島 空奈 (城西中)

3 佐藤 愛華 (西紫原中)

4 長野 裕菜 (城西中)

5 肱岡 里桜奈 (出水中)

6 霜出 さら (伊集院Jクラブ)

7 池之上 さくら (城西中)

8 久保 明夏梨 (城西中)

5～7 9 樋高 光希 (ｴﾒﾗﾙﾄﾞｼﾞｭﾆｱ)

3～4 10 松下 巴香 (西紫原中)

11 竹下 好々愛 (出水中)

12 吉田 明以 (城西中)

13 永長 和子 (西紫原中)

14 福森 由珠 (鹿児島修学館中)

15 松本 涼花 (西紫原中)

16 森山 愛琳 (城西中)

17 塩向 遥 (城西中)

5～7 18 中田 心緒 (西紫原中)



 14歳　女子シングルスNo２

F SF ＱＦ ３R ２R １R シード

19 俣木 愛莉 (ｴﾒﾗﾙﾄﾞｼﾞｭﾆｱ) 5～7

20 先間 晴香 (城西中)

21 九反 さくら (城西中)

22 坂井 惺香 (出水中)

23 横田 みなみ (西紫原中)

24 坂本 梨帆 (城西中)

25 田上 賀南子 (鹿児島修学館中)

26 山下 千草 (城西中)

27 隈元 巴七 (伊集院Jクラブ) 3～4

28 西薗 珠々曄 (スパップクラブ)

29 柿内 沙文 (城西中)

30 川端 あおい (城西中)

31 櫻木 瑠菜 (カミジュニア)

32 吉田 鈴 (出水中)

33 橋元 妃芽美 (西紫原中)

34 八久保 沙史 (城西中)

35 前田 心菜 (西紫原中)

36 丸山 結衣 (伊集院Jクラブ) 2



シード ＱＦ ＳＦ Ｆ

ＱＦ ＳＦ Ｆ

14歳女子ｼﾝｸﾞﾙｽ　Best ８

16歳女子シングルス　Best ８

3位決定戦

3位決定戦



 12歳　女子シングルス

シード １Ｒ ＱＦ ＳＦ Ｆ

1 1 小川 愛月花 (ERG)

2 永田 結菜 (ﾌｧﾐﾘｱｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ)

5～7 3 池田 栞菜 (伊集院Jクラブ)

3～4 4 田中 芽生華 (鹿屋SST)

5 国東 花帆 (STA)

6 西野 ひな (鹿屋SST)

5～7 7 菊永 一妃 (STA)

5～7 8 田代 生成り (STA)

9 安庭 佑希菜 (エメラルドKUROKAWA)

10 内村 優心 (ｴﾒﾗﾙﾄﾞｼﾞｭﾆｱ)

3～4 11 野下 尋未 (伊集院Jクラブ)

12 井木 千遥 (ﾌｧﾐﾘｱｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙ)

13 神野 莉碧奈 (ﾁｰﾑｼﾞｪﾑｽﾄｰﾝ)

2 14 福岡 真 (伊集院Jクラブ)

3位決定戦

5位決定戦



 10歳　女子シングルス

シード １Ｒ ＱＦ ＳＦ Ｆ

1 1 加治屋 麗 (アリムラTA)

2 久保 さくら (伊集院Jクラブ)

3 森本 陽織 (STA)

3～4 4 上窪 凛香 (伊集院Jｸﾗﾌﾞ)

5 福迫　心莉 (アルバ)

6 松元 咲璃 (ﾃﾝﾎﾟｲﾝﾄｼﾞｭﾆｱ)

3～4 7 上窪 葉月 (伊集院Jクラブ)

8 松木囿 陽菜 (エメラルドKUROKAWA)

9 佐々木 笑舞 (ERG)

2 10 上田 穂香 (STA)

3位決定戦


