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St. 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

3166265 富士見丘中学校 瀧口 美優 [1]

1 3165787 CSAT 玉木 梨緒 瀧口 美優 [1] 

   玉木 梨緒 

2   Bye  瀧口 美優 [1] 

3166682 昭和の森JTS 小島 叶子  玉木 梨緒 

3 3166874 VIP TA 遠藤 桃子 松原 小夏 6-1 6-1  

3166444 富士見丘中学校 松原 小夏 田中 杏佳  

4 3166638 善福寺公園TC 田中 杏佳 6-3 6-4  瀧口 美優 [1] 

3166503 桜台庭球塾 村井 絢香  玉木 梨緒 

5 3166580 桜台庭球塾 河瀬 栞布 桂 ゆい 6-1 6-1  

3166089 ICHIKATSU TA 桂 ゆい 稚田 莉菜  

6 3166091 ウッドACTT 稚田 莉菜 6-0 2-6 [10-4]  桂 ゆい 

3166525 ビッグK 島津 凛咲  稚田 莉菜 

7 3166757 ビッグK 植村 水咲 島津 凛咲 6-2 6-3  

3166653 はちおうじ庭球塾 小武海 愛唯 [7] 植村 水咲  

8 3166554 たちかわJTA 松本 凛花 2-6 6-1 [10-6]  瀧口 美優 [1]

3166343 TEAM YTP 田無 一二三 紡鈴 [3]  玉木 梨緒

9 3165944 TEAM YTP 田無 竹本 彩花 一二三 紡鈴 [3] 7-5 6-1

   竹本 彩花  

10   Bye  一二三 紡鈴 [3] 

3166715 東宝調布TC 安楽 奈南  竹本 彩花 

11 3166407 東宝調布TC 松浦 暁花 安楽 奈南 6-0 6-0

3166795 たちかわJTA 太尾 霞 松浦 暁花  

12 3166890 A&Aテニスアカデミー 福田 結花 6-1 6-4  和田 奈菜世 

3166818 ひろせTS 中島 七海  山田 悠乃 

13 3166807 ひろせTS 長谷川 和胡 和田 奈菜世 3-6 7-5 [11-9]  

3166726 桜台庭球塾 和田 奈菜世 山田 悠乃  

14 3166540 桜台庭球塾 山田 悠乃 6-1 6-1  和田 奈菜世 

3166668 はちおうじ庭球塾 内藤 祐衣  山田 悠乃 

15 3166724 はちおうじ庭球塾 加藤 光 江原 京香 [8] 6-1 6-3  

3166181 毎日庭球日 江原 京香 [8] 若月 凜  

16 3166619 Watanuki TA 若月 凜 6-0 6-3  瀧口 美優 [1]

3166716 はちおうじ庭球塾 宮坂 すず [6]  玉木 梨緒

17 3166979 日大三中 山本 敦穂 宮坂 すず [6] 6-7(5) 6-4 [10-3]

3166602 明星中学校 渡辺 紗礼 山本 敦穂  

18 3166845 TENNIS SUNRISE 荒川 美羚 6-0 5-7 [10-4]  宮坂 すず [6] 

3166778 緑ヶ丘TG 伊藤 愛  山本 敦穂 

19 3165994 町田ローンJA 北山 結愛 井上 凜理子 5-7 7-5 [10-5]  

3166422 桜田倶楽部 井上 凜理子 大島 由  

20 3166669 CSAT 大島 由 6-2 6-2  伊藤 凜 [4] 

3166430 コートピア大泉TC 大草 結夢  渡辺 光来 

21 3166516 たちかわJTA 鵜川 史瑛 大草 結夢 6-1 6-2  

3166420 桜台庭球塾 中島 もえ香 鵜川 史瑛  

22 3166413 毎日庭球日 佐々木 心詩 6-2 6-1  伊藤 凜 [4] 

    渡辺 光来 

23   Bye 伊藤 凜 [4] 6-2 6-7(5) [10-6]  

3166072 狛江インドアJrATP 伊藤 凜 [4] 渡辺 光来  

24 3166986 東京女子学院中学校 渡辺 光来  伊藤 凜 [4]

3166883 毎日庭球日 吉田 紗良 [5]  渡辺 光来

25 3166107 毎日庭球日 相良 祐貴菜 吉田 紗良 [5] 6-1 6-3

   相良 祐貴菜  

26   Bye  吉田 紗良 [5] 

3166304 武蔵野ドームTS 百田 優季  相良 祐貴菜 

27 3166741 武蔵野ドームTS 阪崎 理子 古川 遥奈 6-2 6-2  

3166316 町田ローンJA 古川 遥奈 平田 絢祢  

28 3166224 町田ローンJA 平田 絢祢 6-3 6-0  中島 杏子 [2] 

3166375 桜台庭球塾 池田 理乃  宇津山 依里 

29 3166827 桜台庭球塾 渡邉 りさ 佐々木 まり 6-0 6-4  

3166479 VIP TA 佐々木 まり 鳥居 寧々  

30 3166490 VIP TA 鳥居 寧々 6-2 7-6(7)  中島 杏子 [2] 

    宇津山 依里 

31   Bye 中島 杏子 [2] 6-0 6-1  

3166296 First Fruits TA 中島 杏子 [2] 宇津山 依里  

32 3166200 JITC 宇津山 依里  
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