
第40回全国小学生テニス選手権大会大分県予選 2022年2⽉19⽇(⼟)

⼥⼦シングルス（１） 大分スポーツ公園 昭和電工テニスコート

Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com
所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
  

1 野津原小学校 野村 聖來  Final 野村 聖來  
  野村 聖來 野村 聖來

2  Bye   小野 陽香 6-2  
   野村 聖來

3 大道小学校 本田 佳蓮  6-0  順位 3-4 二宮 優  
  本田 佳蓮   二宮 優

4  Bye   皆⾒ 由⽻ 6-3  
   野村 聖來

5  Bye  6-1  
  仲 陽菜乃  

6 今津小学校 仲 陽菜乃   
   御手洗 琴巴

7  Bye  6-2  
  御手洗 琴巴  

8 ⽊⽴小学校 御手洗 琴巴   
   野村 聖來

9 豊府小学校 村田 凜  6-1  
  村田 凜  

10  Bye   
   村田 凜

11 滝尾小学校 伊藤 咲蘭  7-5  
  伊藤 咲蘭  

12  Bye   
   帆足 涼花

13  Bye  6-0  
  岩崎 紺夏  

14 切畑小学校 岩崎 紺夏   
   帆足 涼花

15  Bye  6-0  
  帆足 涼花  

16 明治北小学校 帆足 涼花   
   野村 聖來

17 杵築小学校 二宮 優  6-1  
  二宮 優  

18  Bye   
   二宮 優

19 鶴⾒小学校 手嶋 心美  6-0  
  手嶋 心美  

20  Bye   
   二宮 優

21  Bye  6-1  
  安倍 知花  

22 山の手小学校 安倍 知花   
   須山 奈央

23  Bye  6-0  
  須山 奈央  

24 上堅田小学校 須山 奈央   
   二宮 優

25 渡町台小学校 衛藤 梨乃  6-4  
  衛藤 梨乃  

26  Bye   順位 5-8 帆足 涼花  
   衛藤 梨乃  帆足 涼花

27 山の手小学校 矢野 彩明  6-0  岩永 悠⾥ 6-4   
 矢野 彩明    帆足 涼花

28 朝⽇小学校 久保田 咲希 6-4   植⽊ 玲菜  6-4  
   岩永 悠⾥  小⽯ 奈美  

29  Bye  6-1  小⽯ 奈美 6-3  
  原 知優    

30 別府クラブ 原 知優   順位 7-8 岩永 悠⾥  
   岩永 悠⾥  岩永 悠⾥

31  Bye  6-0  植⽊ 玲菜 6-2  
  岩永 悠⾥  

32 荏隈小学校 岩永 悠⾥   
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33 大分大学附属小学校 植⽊ 玲菜   
  植⽊ 玲菜  

34  Bye   
   植⽊ 玲菜

35 佐伯小学校 田中 彩花  6-2  
 田中 彩花  

36 鶴⾒小学校 杉浦 はなの 6-1   
   植⽊ 玲菜

37  Bye  7-6(2)  
  桑原 慶子  

38 鶴⾒小学校 桑原 慶子   
   北郷 莉子

39  Bye  6-0  
  北郷 莉子  

40 春⽇町小学校 北郷 莉子   
   小野 陽香

41 ⻄の台小学校 平下 遥花  6-1  
  平下 遥花  

42  Bye   
   平下 遥花

43 滝尾小学校 藤元 結理  6-4  
  藤元 結理  

44  Bye   
   小野 陽香

45  Bye  6-1  
  中島 花菜  

46 鶴岡小学校 中島 花菜   
   小野 陽香

47  Bye  6-1  
  小野 陽香  

48 明治北小学校 小野 陽香   
   小野 陽香

49 ⻲川小学校 小⽯ 奈美  6-2  
  小⽯ 奈美  

50  Bye   
   小⽯ 奈美

51 南大分小学校 河野 紗也香  6-0  
  河野 紗也香  

52  Bye   
   小⽯ 奈美

53  Bye  6-2  
  柳井 晴花  

54 田尻小学校 柳井 晴花   
   ⾼野 蓮奈

55  Bye  w.o. 
  ⾼野 蓮奈  

56 明治北小学校 ⾼野 蓮奈   
   皆⾒ 由⽻

57 明治北小学校 廣岡 芽依  6-4  
  廣岡 芽依  

58  Bye   
   廣岡 芽依

59 ⽊⽴小学校 山崎 愛奈  6-2  
  山崎 愛奈  

60  Bye   
   皆⾒ 由⽻

61  Bye  6-3  
  宇都宮 有咲  

62 境川小学校 宇都宮 有咲   
   皆⾒ 由⽻

63  Bye  6-2  
  皆⾒ 由⽻  

64 明野北小学校 皆⾒ 由⽻  


