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

全 たちかわJTA 3165140 金子 さら紗 [1] 

1 全 たちかわJTA 3165264 長谷川 采香 金子 さら紗 [1] 

 町田ローンTC 3166435 奥川 萌 長谷川 采香 

2  狛江インドアJrATP 3165612 田巻 藍 6-1 6-1  金子 さら紗 [1] 

 ビッグK 3166297 川口 桜奈  長谷川 采香 

3  ビッグK 3165982 池口 万莉 三好 由珠 6-2 6-2  

 桜田倶楽部 3166190 三好 由珠 太田 姫菜  

4  町田ローンTC 3166321 太田 姫菜 6-2 6-7(5) 10-2  金子 さら紗 [1] 

全 武蔵野ドームTS 3165771 小原 彩理  長谷川 采香 

5 全 桜台庭球塾 3166617 岩田 彩水 渡辺 心裕 6-0 6-0  

 たちかわJTA 3165676 渡辺 心裕 笠原 恵美  

6  町田ローンTC 3165207 笠原 恵美 6-0 6-3  伊藤 菖 [7] 

 山脇学園 3166496 押野 咲希  倉林 夢生 

7  JITC 3166259 福岡 未悠 伊藤 菖 [7] 7-6(5) 6-7(1) 16-14  

 早稲田実業高等部 3166779 伊藤 菖 [7] 倉林 夢生  

8  早稲田実業高等部 3166781 倉林 夢生 6-1 6-1  久保 杏夏 [3] 

 TEAM YONEZAWA 3166346 久保 杏夏 [3]  石井 さやか 

9  TEAM YONEZAWA 3165762 石井 さやか 久保 杏夏 [3] 7-6(3) 5-7 10-2  

 武蔵野ドームTS 3165664 今泉 優希 石井 さやか  

10  東京高校 3165459 土井 佳奈実 6-0 6-0  久保 杏夏 [3] 

 コートピア大泉TC 3165726 有澤 真里  石井 さやか 

11 全 コートピア大泉TC 3165355 松村 羽奈 有澤 真里 6-2 6-4  

 JITC 3166556 本畑 諒子 松村 羽奈  

12  高輪テニスセンター 3165624 西尾 聖菜 6-0 6-1  久保 杏夏 [3] 

 TAI TS 3165845 前田 結貴  石井 さやか 

13  ビッグK 3165431 野口 みな美 五十嵐 美春 6-2 6-0  

 町田ローンTC 3165206 五十嵐 美春 阿出川 暖乃  

14 全 Team REC 3165240 阿出川 暖乃 6-3 6-1  朝井 奈津子 [6] 

全 ICHIKATSU TA 3165346 桂 あい  細田 佑海 

15  善福寺公園TC 3166310 神村 歩実 朝井 奈津子 [6] 6-3 4-6 10-7  

 三菱養和TS 3166734 朝井 奈津子 [6] 細田 佑海  

16  ウッドACTT 3165633 細田 佑海 6-2 6-2  宮田 萌芳 [5] 

 コートピア大泉TC 3164998 宮田 萌芳 [5]  崎山 亜子 

17  たちかわJTA 3165369 崎山 亜子 宮田 萌芳 [5] w.o. 

 桜台庭球塾 3165613 寺谷 彩夏 崎山 亜子  

18  善福寺公園TC 3165942 藤縄 夏海 6-2 6-1  宮田 萌芳 [5] 

 TAI TS 3166332 佐藤 愛美  崎山 亜子 

19  富士見丘高校 3166113 宮田 愛梨 嘉門 紅音 6-3 6-2  

 Team REC 3166084 嘉門 紅音 土田 望鈴  

20  Team310V 3165748 土田 望鈴 6-3 6-2  宮田 萌芳 [5] 

 ビッグK 3165516 小林 千陽  崎山 亜子 

21 全 桜台庭球塾 3165446 若杉 沙羅 小林 千陽 7-5 3-6 10-3  

 TENNIS SUNRISE 3165513 井口 紬 若杉 沙羅  

22  TAI TS 3166550 木村 優風 6-2 6-1  大野 里紗 [4] 

 東京都TA 3165439 岩佐 菜々心  染矢 莉奈 

23  Team310V 3165577 市川 桃子 大野 里紗 [4] 6-4 6-7(4) 10-6  

 京王赤城A 3165245 大野 里紗 [4] 染矢 莉奈  

24 全 ビッグK 3165535 染矢 莉奈 6-2 6-1  宮田 萌芳 [5] 

 狛江インドアJrATP 3165955 神尾 優 [8]  崎山 亜子 

25  Team310V 3165460 高橋 莉渚 神尾 優 [8] w.o. 

 VIP TA 3166294 大森 万由 高橋 莉渚  

26 全 ビッグK 3166745 松本 瑠夏 6-2 6-3  神尾 優 [8] 

 昭和の森JTS 3165392 廣島 莉子  高橋 莉渚 

27  昭和の森JTS 3166002 杉山 梨華 会田 京叶 6-2 6-3  

 有明JTA 3165358 会田 京叶 金子 美月  

28  武蔵野ドームTS 3165712 金子 美月 6-1 4-6 10-4  大橋 麗美華 [2] 

全 成蹊高校 3166293 小川 愛  松田 絵理香 

29  JITC 3165352 荒木 もな 小川 愛 6-0 6-0  

 三菱養和TS 3165370 吉岡 あい 荒木 もな  

30  早稲田実業高等部 3166098 石川 翠珠 6-4 6-4  大橋 麗美華 [2] 

 日大鶴ヶ丘高校 3166438 今野 真優  松田 絵理香 

31  日大鶴ヶ丘高校 3166835 岩本 千鶴 大橋 麗美華 [2] 6-0 6-2  

 ウッドACTT 3166544 大橋 麗美華 [2] 松田 絵理香  3166829 井上あんず

32  狛江インドアJrATP 3166585 松田 絵理香 6-0 6-0  3166834 山崎浬音
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