
H304.8宇部市

　第２２回中国地区小学生ソフトテニス選手権大会山口県予選会　

　女子決勝トーナメント

伊村　優花 永源 高塚 日南子 STC
横山　友香 永源 板谷 美羽香 STC
高島 ひまり 徳山 岸本　杏奈 下松
松永　莉央 徳山 0 0 常廣　佳恋 下松

本田　愛未 永源 0 3 中越　莉桜 徳山
松田 沙耶香 永源 家入　天 徳山
清水　瑠夏 徳山 0 0 河本 万由子 下松
吉原　萌香 徳山 瀧山　紗優 下松
原田　佳穂 永源 1 國居　優音 下松
岡本　歩実 永源 1 山藤　天夢 下松

二本松 利紗 STC 眞﨑　香帆 徳山
藤原 なずな STC 1 藤井　優妃 徳山
國居　花音 下松 0 0 1 1 藤井  京花 光
小松　彩花 下松 上田  亜美 光
西本　心優 豊田 3 中西　結楓 下松
大田　真乃 豊田 津島　莉桜 下松
村山  美波 宇部 1 村上  陽菜 宇部
金田  京佳 STC 杉本  晴菜 宇部
佐古　星花 岩国 新宮　海虹 下松
友永　綾音 岩国 1 1 0 相本　凜凪 下松
中越　凛子 徳山 0 上田  桃香 光
中野　百花 STC 秦  亜衣 光
小松　禾菜 下松 2 1 原田　栞利 徳山
矢田部　絢 下松 3 藤本　結女 徳山
田中  凛 光 1 0 3 長藤 帆乃夏 宇部

岩本  陽鞠 光 0 1 岡崎　優菜 宇部
熊谷  未来 光 大谷 木芭音 永源
稗田  七海 光 0 伊村　花菜 永源
財間　菜央 徳山 0 3 0 吉野　海音 岩国
松永　侑奈 徳山 中本 美梨亜 岩国
岡本　真歩 永源 田村  舞織 光

山本　柚稀 永源 野村  緋莉 光

☆3位決定戦

岡本　真歩 永源 1
山本　柚稀 永源
村上  陽菜 宇部
杉本  晴菜 宇部

☆5位6位決定戦

原田　佳穂 永源 中西　結楓 下松
岡本　歩実 永源 津島　莉桜 下松
村山  美波 宇部 1 田村  舞織 光
金田  京佳 STC 2 3 野村  緋莉 光

☆7位8位決定戦

村山  美波 宇部
金田  京佳 STC
田村  舞織 光
野村  緋莉 光 1
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☆９位、10位決定戦

清水　瑠夏 徳山 1 河本 万由子 下松

吉原　萌香 徳山 2 瀧山　紗優 下松

西本　心優 豊田 眞﨑　香帆 徳山

大田　真乃 豊田 1 藤井　優妃 徳山

中越　凛子 徳山 0 原田　栞利 徳山

中野　百花 STC 藤本　結女 徳山

熊谷  未来 光 0 長藤 帆乃夏 宇部

稗田  七海 光 1 3 岡崎　優菜 宇部

☆11位12位決定戦

中越　凛子 徳山

中野　百花 STC

眞﨑　香帆 徳山

藤井　優妃 徳山 0

☆13位14位決定戦

西本　心優 豊田 2 河本 万由子 下松

大田　真乃 豊田 瀧山　紗優 下松

熊谷  未来 光 2 長藤 帆乃夏 宇部

稗田  七海 光 1 岡崎　優菜 宇部

☆15位16位決定戦

熊谷  未来 光 2

稗田  七海 光

河本 万由子 下松

瀧山　紗優 下松


