
2021大分県ジュニアトップリーグ（後期）入替戦 【入替人数：２名】

中学2年生女子 【補欠人数：４名】

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals 
 

1 ロケーション  
  小田 星夏

2  Bye   
  小田 星夏

3 城東中学校 矢多 陽葉  61
 木村 仁美  

4 別府クラブ 木村 仁美 w.o  
   小田 星夏

5  Bye  64
  佐藤 心春  

6 ラフ大分 佐藤 心春   
  足立 梨緒

7  Bye  64
  足立 梨緒  

8 臼杵Jr 足立 梨緒   
   小田 星夏

9 清川中学校 衛藤 あおい  63
  衛藤 あおい  

10  Bye   
  河野 茉子

11 臼杵Jr 河野 茉子  w.o
 河野 茉子  

12 城東中学校 高見 杏奈 61  
   松原 華望

13  Bye  64
  松原 華望  

14 ラフ大分 松原 華望   
  松原 華望

15  Bye  63
  川野 莉依  

16 臼杵Jr 川野 莉依   
    

17 ラフ大分 園部 日菜   
  園部 日菜  

18  Bye   
  園部 日菜

19 TEAM MATSUDA 本林 七海  61
 本林 七海  

20 城東中学校 中村 晴奈 62  
   丸山 未結

21  Bye  61
  鬼崎 ひまり  

22 臼杵Jr 鬼崎 ひまり   
  丸山 未結

23  Bye  61
 丸山 未結  

24 OTC   
   丸山 未結

25 臼杵Jr 石田 日向子  64
  石田 日向子  

26  Bye   
  石田 日向子

27 城東中学校 大野 美緒  60
 松本 奈々  

28 TIP 松本 奈々 64  
   三ヶ田 有紀

29 ウェボテニススクール 小花 冬音  61
 足立 麻緒  

30 臼杵Jr 足立 麻緒 61  
  三ヶ田 有紀

31  Bye  63
  三ヶ田 有紀  

32 ラフ大分 三ヶ田 有紀  

中学2年生女子 - 順位 3-6
Round 1 Round 2

  
 順位 3-4 松原 華望    
  三ヶ田 有紀   
 三ヶ田 有紀 64   
    
 順位 5-6 足立 梨緒   
  足立 梨緒  
 河野 茉子 62    
   石田 日向子   
 園部 日菜  62   
  石田 日向子    
 石田 日向子 62  
   

⑥

①

②

丸山 未結

小田 星夏

③

④

⑤



2021大分県ジュニアトップリーグ（後期）入替戦 【入替人数：２名】

中学1年生女子 【補欠人数：４名】

所属団体 Round 1 Semifinals 

  

1 ウェボテニススクール 村田 愛梨  

  村田 愛梨

2  Bye   

  村田 愛梨

3 ラフ大分 清祐 莉子 64

 ④ 清祐 莉子  

4 臼杵Jr 師藤 彩花 60  

    

5 GREEN CLUB 平田 千晶   

 ⑤ 平田 千晶  

6 JWS Academy 桑原 由弥 75  

  杉田 千希

7 ウェボテニススクール 高橋 彩 60

 ⑥ 杉田 千希  

8 EARNEST TENNIS ACADEMY 杉田 千希 62  

中学1年生女子 - 順位 3-6

Round 1 Round 2

  

 順位 3-4 清祐 莉子    
   
 平田 千晶  
    

 順位 5-6 Bye   

  師藤 彩花  

 師藤 彩花     

    

 桑原 由弥   

  桑原 由弥    

 高橋 彩 63  

   

63

①

②

清祐 莉子
60

桑原 由弥



2021大分県ジュニアトップリーグ（後期）入替戦 【入替人数：２名】

小学6年生女子 【補欠人数：４名】

所属団体 Round 1 Semifinals 

  

1 TIP 工藤 志歩  

  工藤 志歩

2  Bye   

  工藤 志歩

3 TEAM MATSUDA 樋口 椿 60

 ④ 髙木 理央  

4 ラフ大分 髙木 理央 62  

    

5 TEAM MATSUDA 谷口 帆奏   

 ⑤ 谷口 帆奏  

6 大分Jr. 久渡 心桜 w.o  

  石田 桃子

7 樹の里T.C 蔵吉 さくら 60

 ⑥ 石田 桃子  

8 臼杵Jr. 石田 桃子 61  

小学6年生女子 - 順位 3-6
Round 1 Round 2

  

 順位 3-4 髙木 理央   

  

 谷口 帆奏

   

 順位 5-6 Bye   

  樋口 椿  

 樋口 椿    

   

 久渡 心桜  

  蔵吉 さくら   

 蔵吉 さくら w.o  

   

①

②

髙木 理央

蔵吉 さくら

61

61



2021大分県ジュニアトップリーグ（後期）入替戦 【入替人数：2名】

小学5年生以下女子 【補欠人数：４名】

所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals 
 

1 JWS Academy  
  小石 奈美

2  Bye   
  小石 奈美

3 EARNEST TENNIS ACADEMY 平下 遥花  60
 平下 遥花  

4 別府クラブ 原 知優 60  

   小石 奈美
5  Bye  61

  植木 玲菜  
6 ラフ大分 植木 玲菜   

  植木 玲菜
7  Bye  63

  清水 結音  
8 NOT UP 清水 結音   

   小石 奈美
9 ウェボテニススクール 村田 凜  64

  村田 凜  
10  Bye   

  村田 凜
11 佐伯テニスアカデミー 御手洗 琴巴  61

 御手洗 琴巴  
12 EARNEST TENNIS ACADEMY 三重野 琴乃 61  

   岩永 悠里
13  Bye  62

  高野 蓮奈  
14 NOT UP 高野 蓮奈   

  岩永 悠里
15  Bye  64

  岩永 悠里  
16 ラフ大分 岩永 悠里   

    
17 NOT UP 小野 陽香   

  小野 陽香  
18  Bye   

  小野 陽香
19 ラフ大分 藤元 結理  60

  藤元 結理  
20  Bye   

   小野 陽香
21 Bye  60

 河野 紗也香  
22 ラフ大分 河野 紗也香   

  河野 紗也香
23  Bye  75

 衛藤 梨乃  
24 佐伯テニスアカデミー 衛藤 梨乃   

   野村 聖來
25 ラフ大分 北郷 莉子  62

  北郷 莉子  
26  Bye   

  須山 奈央
27  Bye  75

  須山 奈央  
28 佐伯テニスアカデミー 須山 奈央   

   野村 聖來
29 NTCクラブ 仲 陽菜乃  61

 柳井 晴花  
30 EARNEST TENNIS ACADEMY 柳井 晴花 60  

  野村 聖來
31  Bye  62

 野村 聖來  
32 EARNEST TENNIS ACADEMY  

小学5年生以下女子 - 順位 3-6
Round 1 Round 2

  
 順位 3-4 岩永 悠里  
  小野 陽香
 小野 陽香 63
    
 順位 5-8 植木 玲菜  
  植木 玲菜
 村田 凜 64  
   植木 玲菜
 河野 紗也香  60
  須山 奈央  
 須山 奈央 w.o
  

小石 奈美

野村 聖來


