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所属団体 関東登録番号 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

狛江インドアJrATP 3165873 影山 海結 [1] 

1 JITC 3165527 若山 璃音 影山 海結 [1] 

   若山 璃音 

2   Bye  影山 海結 [1] 

JITC 3166107 相良 祐貴菜  若山 璃音 

3 阪急大井テニス 3166247 石塚 蒼空 佐々木 心詩 6-1 6-0  

毎日庭球日 3166413 佐々木 心詩 立川 果穂  

4 TAI TS 3166411 立川 果穂 w.o. 影山 海結 [1] 

VIP TA 3166479 佐々木 まり  若山 璃音 

5 大正セントラルTC目白 3166486 平田 万由子 佐々木 まり 6-4 6-3  

町田ローンTC 3165869 坂元 彩加 平田 万由子  

6 町田ローンTC 3166426 小川 麻尋 6-4 6-0  室井 仁茄 [5] 

    渡部 莉乃香 

7   Bye 室井 仁茄 [5] 6-0 6-1  

Team REC 3165862 室井 仁茄 [5] 渡部 莉乃香  

8 CSAT 3166307 渡部 莉乃香  ディリマー 雅 [3] 

たちかわJTA 3165877 ディリマー 雅 [3]  山上 夏季 

9 TAI TS 3165997 山上 夏季 ディリマー 雅 [3] w.o. 

   山上 夏季  

10   Bye  ディリマー 雅 [3] 

三菱養和TS 3166223 有田 菫  山上 夏季 

11 桜田倶楽部 3166304 百田 優季 有田 菫 6-1 6-2  

はちおうじ庭球塾 3166716 宮坂 すず 百田 優季  

12 はちおうじ庭球塾 3166506 渡邉 さら 6-4 6-4  ディリマー 雅 [3] 

ICHIKATSU TA 3166280 原 百花  山上 夏季 

13 町田ローンTC 3165996 松渕 桃 小川 恵 6-1 7-5  

武蔵野ドームTS 3166179 小川 恵 竹本 真埜  

14 富士見丘中学校 3166840 竹本 真埜 6-2 6-1  古川 遥奈 [7] 

    玉木 梨緒 

15   Bye 古川 遥奈 [7] 6-3 1-6 10-6  

町田ローンTC 3166316 古川 遥奈 [7] 玉木 梨緒  

16 CSAT 3165787 玉木 梨緒  ディリマー 雅 [3] 

ノアIS国分寺 3166187 水谷 梨紗子 [8]  山上 夏季 

17 たちかわJTA 3166030 金 恵園 水谷 梨紗子 [8] 5-7 6-4 11-9  

   金 恵園  

18   Bye  水谷 梨紗子 [8] 

善福寺公園TC 3166428 神村 京花  金 恵園 

19 明星中学校 3166518 若名 優衣 土屋 紗菜 6-1 6-4  

はちおうじ庭球塾 3166103 土屋 紗菜 田村 いろは  

20 はちおうじ庭球塾 3166194 田村 いろは 6-0 6-1  水谷 梨紗子 [8] 

桜台庭球塾 3166351 奥本 紗菜  金 恵園 

21 桜台庭球塾 3166618 岩田 芽生 三木 千宙 7-6(3) 5-7 10-7  

D-tennis. 3166463 三木 千宙 内田 樹里  

22 D-tennis. 3166261 内田 樹里 4-6 6-3 10-6  深井 カエラ [4] 

    近藤 海里 

23   Bye 深井 カエラ [4] 6-3 6-4  

京王赤城A 3165767 深井 カエラ [4] 近藤 海里  

24 ICHIKATSU TA 3165947 近藤 海里  山倉 実桜 [2] 

南町田ITC 3166285 山本 未空 [6]  川崎 このは 

25 たちかわJTA 3165992 矢口 絢菜 山本 未空 [6] 6-4 6-4  

   矢口 絢菜  

26   Bye  山本 未空 [6] 

八王子TA 3166733 柴崎 叶夢  矢口 絢菜 

27 八王子TA 3165886 説田 眞名 伊藤 彩織 6-3 6-4  

ICHIKATSU TA 3166569 伊藤 彩織 桂 ゆい  

28 ICHIKATSU TA 3166089 桂 ゆい w.o. 山倉 実桜 [2] 

町田ローンTC 3165786 小橋 千尋  川崎 このは 

29 町田ローンTC 3166224 平田 絢祢 中島 果 7-5 6-3  

東京都TA 3166295 中島 果 瀧口 美優  

30 フィールTS大森 3166265 瀧口 美優 6-2 6-2  山倉 実桜 [2] 

    川崎 このは 

31   Bye 山倉 実桜 [2] 7-5 6-2  

CSAT 3165959 山倉 実桜 [2] 川崎 このは  

32 CSAT 3165932 川崎 このは  
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