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

全 3165684 昭和の森JTS 小高 未織 [1] 

1 全 3165264 たちかわJTA 長谷川 采香 小高 未織 [1] 

 3166829 東京女子学院高校 井上 あんず 長谷川 采香 

2  3166834 東京女子学院高校 山崎 浬音 60 61 小高 未織 [1] 

 3166910 国立グリーンヒルUTS 内村 郁美  長谷川 采香 

3  3167015 松が谷高校 尾後貫 紀香 柴田 朋佳 61 60

 3166495 晃華学園高校 柴田 朋佳 鹿内 茉優  

4  3166373 晃華学園高校 鹿内 茉優 75 16 10-6 小高 未織 [1] 

 3166084 Team REC 嘉門 紅音 長谷川 采香 

5  3165748 Team310V 土田 望鈴 嘉門 紅音 62 62

 3166496 山脇学園 押野 咲希 土田 望鈴  

6  3166657 山脇学園 東海林 優愛 W.O 寺田 絵里花 [7] 

 3166779 早稲田実業高等部 伊藤 菖  小安 穂果 

7  3166781 早稲田実業高等部 倉林 夢生 寺田 絵里花 [7] 60 76(3)

全 3165561 東宝調布TC 寺田 絵里花 [7] 小安 穂果  

8 全 3165311 たちかわJTA 小安 穂果 62  75 小高 未織 [1] 

 3165929 毎日庭球日 伊東 杏菜 [3]  長谷川 采香 

9  3165930 毎日庭球日 堀 陽菜子 岩佐 菜々心 64 64

 3165439 東京都TA 岩佐 菜々心 市川 桃子  

10  3165577 Team310V 市川 桃子 46 60 11-9 岩佐 菜々心 

 3165754 たちかわJTA 佐伯 朱理  市川 桃子 

11  3166711 TEAM YTP 田無 齋藤 志葵 小林 莉々 61 62

 3165662 日大鶴ヶ丘高校 小林 莉々 河野 文音  

12  3166045 日大鶴ヶ丘高校 河野 文音 W.O. 有澤 真里 [5] 

 3166002 昭和の森JTS 杉山 梨華  松村 羽奈 

13  3165942 善福寺公園TC 藤縄 夏海 杉山 梨華 64 26 10-8

 3166314 駒沢RC 国田 愛菜 藤縄 夏海  

14  3166139 駒沢RC 高橋 七海 61 61 有澤 真里 [5] 

 3166449 日大鶴ヶ丘高校 荒川 里音  松村 羽奈 

15  3165861 ICHIKATSU TA 関下 弥優 有澤 真里 [5] 60 63

 3165726 東台TS 有澤 真里 [5] 松村 羽奈  

16 全 3165355 コートピア大泉TC 松村 羽奈 60 62 小高 未織 [1]

 3165392 昭和の森JTS 廣島 莉子 [8]  長谷川 采香

17 全 3165240 TeamSatellite 阿出川 暖乃 廣島 莉子 [8] 64 61

 3166326 東宝調布TC 中川 心 阿出川 暖乃  

18  3166294 VIP TA 大森 万由 63 62 廣島 莉子 [8] 

 3165470 東京高校 広瀬 日乃  阿出川 暖乃 

19  3166982 青山学院高等部 竹本 凛紗 高橋 笑満 60 61

 3166924 成蹊高校 高橋 笑満 高谷 陽菜  

20  3166551 ルネサンス西東京 高谷 陽菜 62 46 10-6 廣島 莉子 [8] 

 3166293 桜台庭球塾 小川 愛  阿出川 暖乃 

21  3166745 武蔵野ドームTS 松本 瑠夏 小川 愛 61 61

 3166489 VIP TA 奥 翠 松本 瑠夏  

22  3165644 南町田ITC 室山 愛子 62 63 小川 愛 

 3166014 八王子TA 岩田 美咲  松本 瑠夏 

23  3166320 八王子TA 横溝 七海 五十嵐 美春 [4] 36 75 10-8

 3165206 町田ローンJA 五十嵐 美春 [4] 太田 貴子  

24  3166987 緑ヶ丘TG 太田 貴子 62 61 前田 璃緒 [2] 

 3165985 VIP TA 中尾 心綾 [6]  林 鈴 

25  3165845 TAI TS 前田 結貴 中尾 心綾 [6] 64 61

 3166863 昭和の森JTS 槙枝 奏衣 前田 結貴  

26  3166996 晃華学園高校 町田 友花 60 61 ラーマン 杏奈 

 3165949 JITC ラーマン 杏奈  荒木 もな 

27  3165352 JITC 荒木 もな ラーマン 杏奈 61 36 10-7

 3165613 桜台庭球塾 寺谷 彩夏 荒木 もな  

28  3166617 桜台庭球塾 岩田 彩水 63 63 前田 璃緒 [2] 

 3166545 たちかわJTA 岸野 瑛真  林 鈴 

29  3166483 たちかわJTA 若名 紗耶 岸野 瑛真 61 61

 3166203 大成高校 多賀 悠香 若名 紗耶  

30  3166472 Team310V 片山 志緒 61 63 前田 璃緒 [2]

 3165945 松が谷高校 宮崎 詩織  林 鈴 

31  3166501 松が谷高校 藤田 菜那 前田 璃緒 [2] 62 64

全 3165572 A&Aテニスアカデミー 前田 璃緒 [2] 林 鈴  

32  3166880 早稲田実業高等部 林 鈴 61 60
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