
第14回東京都冬季ジュニアテニス選手権大会

登録番号 氏 名 所　　　　　属 1R 2R 3R QF SF

1 3163548 其田 桃子 ビックK 其田 桃子

2 3165285 妹尾 有花 品川女子学院高校 6261 其田 桃子

3 3164533 栗山 朋子 ビックK 名村 彩 6260

4 3163647 名村 彩 テニスTEAM240 7560 其田 桃子

5 3163891 鈴木 理紗 三菱養和ＴＳ 鈴木 理紗 6361

6 3162996 真壁 美希 東星学園高 6363 鈴木 理紗 F

7 3164162 林 星江 日野学園 林 星江 642676(4)

8 3163451 榊原 光 たちかわＪＴＡ 6163 其田 桃子

9 3163605 大川 雪菜 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー 大川 雪菜 6262

10 3165190 北川 祐己 三菱養和ＴＳ 6060 大川 雪菜

11 3164543 山田 芽依 共栄学園高等学校 尾藤 安美 6061 優勝

12 3164821 尾藤 安美 たちかわＪＴＡ 6262 加藤 慧 佐渡 千春

13 3163612 岡本 希 J.S.S 岡本 希 76(4)64 366475

14 3163904 井上 想世佳 昭和の森ＪＴＳ 6061 加藤 慧

15 3165317 仁神 かれん 正木企画 加藤 慧 6164

16 3163241 加藤 慧 緑ヶ丘テニスガーデン 6060 佐渡 千春

17 3164139 北原 千波 東京高校 福徳 里彩 6464

18 3164336 福徳 里彩 狛江インドアジュニアATPチーム WO 福徳 里彩

19 3163783 佐藤 歩 たちかわＪＴＡ 吉井 万由子 3661Ret.

20 3164138 吉井 万由子 大成高校 6064 佐渡 千春

21 3164884 佐藤 織音 高田馬場シチズンＴＳ 佐藤 織音 6163

22 3163952 加々美　茉那 町田ローンＴＣ 6364 佐渡 千春

23 3164903 柴崎 麻瑛 Team310V 佐渡 千春 6060

24 3163157 佐渡 千春 昭和の森JTS 6060 佐渡 千春

25 3163411 高橋 楓 たちかわＪＴＡ 高橋 楓 6075

26 3164450 須藤 優凪 東京高校 6061 高橋 楓

27 3164338 南 奈津 三菱養和TS 林 和 6260

28 3164642 林 和 東宝調布ＴＣ 6162 杉本 友里

29 3164852 篠原 綾乃 日大三高 篠原 綾乃 7561

30 3164579 堀内 真帆 コートピア大泉ＴＣ 6460 杉本 友里

31 3165244 原田 裕加 大東文化大第一高 杉本 友里 6060

32 3163784 杉本 友里 ビッグＫ 6060 シード１ 其田 桃子

補欠　 2 木佐貫 香

1 3163677 村木 結衣 東宝調布ＴＣ 3 大畑 莉奈

2 3165462 辻 なつみ 武蔵野ドームTS  or 4 北原 千波東京高校

女    子

ビッグK

たちかわＪＴＡ

狛江インドアジュニアATPチーム
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SF QF ３R ２R １R 登録番号 氏名 所属

百瀬 里美 3163425 百瀬 里美 水郷インドアテニスアカデミー 33

百瀬 里美 6262 3164535 中村 さやか ＡＪＴＡ 34

6160 阪本 菜 3165029 角谷 早紀 ＪＩＴＣ 35

百瀬 里美 6161 3164628 阪本 菜 緑ヶ丘テニスガーデン36

6164 観田 ありさ 3163243 佐藤 涼香 日大三高 37

F 玉谷 日菜 6261 3163899 観田 ありさ ビックK 38

6062 玉谷 日菜 3163178 玉谷 日菜 J.S.S 39

大畑 莉奈 6361 3163677 村木 結衣 東宝調布ＴＣ 40

76(4)64 剱持 梓 3163434 剱持 梓 たちかわＪＴＡ 41

剱持 梓 WO 3164761 坂下 華子 ビッグK 42

優勝 6264 岡田 優 3164861 岡田 優 武蔵野テニスシティ 43

佐渡千春 大畑 莉奈 6462 3163468 小坂 知美 ビッグK 44

366475 6263 近藤 奈々美 3164133 折橋 里沙 明大明治高校 45

大畑 莉奈 6461 3165286 近藤 奈々美 フィールテニススクール大森 46

6160 大畑 莉奈 3165082 畠山 京子 町田ローンＴＣ 47

木佐貫 香 6161 3164029 大畑 莉奈 狛江インドアジュニアATPチーム 48

6361 野田 凪葉 3163782 野田 凪葉 J.S.S 49

野田 凪葉 6460 3164209 田辺 優里 町田ローンＴＣ 50

622661 早坂 真生 3164745 佐藤 舞 たちかわＪＴＡ 51

野田 凪葉 625762 3163543 早坂 真生 TAI Tennis School 52

633663 田中 彩純 3164612 田中 彩純 東宝調布ＴＣ 53

石野 碧 6464 3164014 鈴木 霞 京王赤城アカデミー 54

6262 石野 碧 3163538 佐藤 睦美 ビッグK 55

木佐貫 香 6160 3163789 石野 碧 水郷インドアテニスアカデミー 56

76(9)61 山本 彩渚 3165055 山本 彩渚 成城ＪＴＡ 57

山本 彩渚 6463 3163684 金子 遥 昭和の森JTS 58

366076(8) 窪田 夏奈 3165304 馬淵 彩 東京高校 59

木佐貫 香 6062 3165143 窪田 夏奈 ビッグK 60

6064 上田 セシカ 3163685 橋口 汐里 ビッグＫ 61

木佐貫 香 7561 3162995 上田 セシカ 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミ 62

6062 木佐貫 香 3164275 野口 安香里 共栄学園高 63

5 加藤 慧 6162 3163805 木佐貫 香 たちかわＪＴＡ 64

杉本 友里

野田 凪葉

8 百瀬 里美 欠場 # 3164380 板垣 惠美里 学習院女子中等科

緑ヶ丘テニスガーデン

ビッグＫ

J.S.S

水郷インドアテニスアカデミー

女    子

～


