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

 毎日庭球日 3165929 伊東 杏菜 [1] 

1  毎日庭球日 3165930 堀 陽菜子 伊東 杏菜 [1] 

    堀 陽菜子 

2    Bye  伊東 杏菜 [1] 

 コートピア大泉TC 3165569 横山 桃香  堀 陽菜子 

3  たちかわJTA 3166711 齋藤 志葵 横山 桃香 6-1 6-4  

 八王子TA 3166320 横溝 七海 齋藤 志葵  

4  ひろせTS 3166045 河野 文音 6-2 6-2  古谷 ひなた [5] 

 緑ヶ丘TG 3166489 奥 翠  阿部 叶実 

5  京王赤城A 3166211 深瀬 涼子 奥 翠 1-6 6-4 10-6  

 桜田テニスカレッジ 3166747 小澤 美咲 深瀬 涼子  

6  TAI TS 3166599 末崎 優奈 6-2 6-0  古谷 ひなた [5] 

     阿部 叶実 

7    Bye 古谷 ひなた [5] 6-3 6-0  

 有明JTA 3165474 古谷 ひなた [5] 阿部 叶実  

8  桜田倶楽部 3165760 阿部 叶実  小島 陽菜 [4]

 東京都TA 3165867 小島 陽菜 [4]  岩佐 南美

9  東京都TA 3165673 岩佐 南美 小島 陽菜 [4] 6-3 5-7 11-9

    岩佐 南美  

10    Bye  小島 陽菜 [4] 

 桜台庭球塾 3166609 古城 さくら  岩佐 南美 

11  昭和の森JTS 3166768 大川 あい 岩佐 優香 6-3 6-0  

 ビッグK 3166044 岩佐 優香 熊谷 優菜  

12  TAI TS 3166219 熊谷 優菜 6-1 6-4  小島 陽菜 [4] 

 青山学院中等部 3166660 丹 陽菜乃  岩佐 南美 

13  青山学院中等部 3166694 石橋 真理愛 櫻井 実玖乃 6-2 6-2  

 たちかわJTA 3166664 櫻井 実玖乃 生田 華実  

14  たちかわJTA 3165822 生田 華実 6-0 6-0  櫻井 実玖乃 

     生田 華実 

15    Bye  寺田 絵里花 [6] 1-6 6-2 11-9  

全 東宝調布TC 3165561 寺田 絵里花 [6] 広瀬 日乃  

16  TAI TS 3165470 広瀬 日乃  大脇 結衣 [2]

 コートピア大泉TC 3166088 松井 絵磨 [8]  小高 未織

17  毎日庭球日 3166587 齋藤 来実 荒川 里音 6-4 6-1

 TENNIS SUNRISE 3166449 荒川 里音 関下 弥優  

18  ICHIKATSU TA 3165861 関下 弥優 1-6 7-6(5) 17-15  大原 縁逢 

 昭和の森JTS 3166324 大原 縁逢  師 夢歩 

19  T.T.LBRL 3165903 師 夢歩 大原 縁逢 6-1 6-4  

 フェアリーTF 3166621 前田 幸芽 師 夢歩  

20  大正セントラルTC目白 3166728 澁谷 彩瑛 6-2 6-4  前田 璃緒 [3] 

 駒沢ラケットクラブ 3166314 国田 愛菜  太田 貴子 

21  駒沢ラケットクラブ 3166139 高橋 七海 中尾 心綾 6-0 6-2  

 VIP TA 3165985 中尾 心綾 黄川田 莉子  

22  Team REC 3165990 黄川田 莉子 6-1 6-0  前田 璃緒 [3] 

     太田 貴子 

23    Bye 前田 璃緒 [3] 6-1 6-1  

 緑ヶ丘TG 3165572 前田 璃緒 [3] 太田 貴子  

24  緑ヶ丘TG 3165537 太田 貴子  大脇 結衣 [2]

 たちかわJTA 3165311 小安 穂果 [7]  小高 未織

25  桜田倶楽部 3165824 青木 舞帆 小安 穂果 [7] 6-4 6-2

    青木 舞帆  

26    Bye  小安 穂果 [7] 

 桜田倶楽部 3165780 佐藤 弘夏  青木 舞帆 

27  町田ローンTC 3166185 馬場 アリーチェ 岸野 瑛真 6-1 6-3  

 たちかわJTA 3166545 岸野 瑛真 若名 紗耶  

28  たちかわJTA 3166483 若名 紗耶 w.o. 大脇 結衣 [2] 

 レテTS 3166727 中本 明希  小高 未織 

29  南町田ITC 3165644 室山 愛子 中林 ゆい 6-2 6-3  

 VIP TA 3165715 中林 ゆい 今野 凜子  

30  VIP TA 3165619 今野 凜子 6-3 6-2  大脇 結衣 [2] 

     小高 未織 

31    Bye 大脇 結衣 [2] 6-2 6-1  

 たちかわJTA 3165689 大脇 結衣 [2] 小高 未織  

32  昭和の森JTS 3165684 小高 未織  
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