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

 JITC 3166200 宇津山 依里 [1] 

1  ビッグK 3165944 竹本 彩花 宇津山 依里 [1] 

    竹本 彩花 

2    Bye  宇津山 依里 [1] 

 コートピア大泉TC 3166430 大草 結夢  竹本 彩花 

3  コートピア大泉TC 3166241 梅津 海 大草 結夢 6-1 6-1  

 目黒テニスクラブ 3166620 山田 眞帆 梅津 海  

4  目黒テニスクラブ 3166761 柏村 眞己 6-0 6-0  宇津山 依里 [1] 

 昭和の森JTS 3166767 大川 さくら  竹本 彩花 

5  昭和の森JTS 3166672 小杉 リリイ 井上 凜理子 6-1 6-1  

 桜田倶楽部 3166422 井上 凜理子 白良 優々香  

6  桜田倶楽部 3166679 白良 優々香 w.o. 井上 凜理子 

     白良 優々香 

7    Bye 勝瑞 理子 [7] 7-5 6-0  

 Team REC 3166573 勝瑞 理子 [7] 小坂 優月  

8  UTS南大沢 3166665 小坂 優月  一二三 紡鈴 [3] 

 緑ヶ丘TG 3166343 一二三 紡鈴 [3]  中島 杏子 

9  東京都テニス協会 3166296 中島 杏子 一二三 紡鈴 [3] 4-6 6-3 10-8  

    中島 杏子  

10    Bye  一二三 紡鈴 [3] 

 桜田テニスカレッジ 3166769 上向 希野  中島 杏子 

11  桜田テニスカレッジ 3166815 青木 莉央 小武海 愛唯 6-2 6-2  

 はちおうじ庭球塾 3166653 小武海 愛唯 渡邉 りさ  

12  はちおうじ庭球塾 3166827 渡邉 りさ 6-1 6-1  一二三 紡鈴 [3] 

 桜田テニスカレッジ 3166714 井上 凜菜子  中島 杏子 

13  桜田倶楽部 3166731 岩佐 綾香 吉田 真維花 6-4 6-2  

 JITC 3166474 吉田 真維花 稲本 このか  

14  JITC 3166473 稲本 このか 6-0 6-0  和田 奈菜世 [8] 

     山田 悠乃 

15    Bye 和田 奈菜世 [8] 6-3 6-4  

 桜台庭球塾 3166726 和田 奈菜世 [8] 山田 悠乃  

16  桜台庭球塾 3166540 山田 悠乃  一二三 紡鈴 [3] 

 VIP TA 3166494 大西 花奈 [5]  中島 杏子 

17  桜台庭球塾 3166375 池田 理乃 大西 花奈 [5] 6-1 6-3  

    池田 理乃  

18    Bye  大西 花奈 [5] 

 ビッグK 3166525 島津 凛咲  池田 理乃 

19  ビッグK 3166757 植村 水咲 島津 凛咲 4-6 6-3 10-6  

    植村 水咲  

20    Bye  伊藤 凜 [4] 

 コートピア大泉TC 3166844 柿原 里帆  小杉 梨緒 

21  コートピア大泉TC 3166812 窪田 恵 村井 絢香 6-1 6-4  

 桜台庭球塾 3166503 村井 絢香 河瀬 栞布  

22  桜台庭球塾 3166580 河瀬 栞布 7-5 6-1  伊藤 凜 [4] 

     小杉 梨緒 

23    Bye 伊藤 凜 [4] 6-0 6-3  

 狛江インドアJrATP 3166072 伊藤 凜 [4] 小杉 梨緒  

24  狛江インドアJrATP 3166378 小杉 梨緒  伊藤 凜 [4] 

 JITC 3166452 加藤 仁菜 [6]  小杉 梨緒 

25  JITC 3166455 古谷 はんな 加藤 仁菜 [6] w.o. 

    古谷 はんな  

26    Bye  加藤 仁菜 [6] 

 たちかわJTA 3166554 松本 凛花  古谷 はんな 

27  JITC 3166377 目黒 愛子 杉田 杏 7-5 6-0  

 VIP TA 3166681 杉田 杏 鳥居 寧々  

28  VIP TA 3166490 鳥居 寧々 6-3 6-3  加藤 仁菜 [6] 

 京王赤城A 3166723 宮田 琴羽  古谷 はんな 

29  京王赤城A 3166710 荒木 舞 坂田 芽優 6-7(7) 7-5 10-7  

 狛江インドアJrATP 3166765 坂田 芽優 寺内 慈  

30  東京都テニス協会 3166603 寺内 慈 6-1 6-3  江原 京香 [2] 

     若月 凜 

31    Bye 江原 京香 [2] 6-3 6-0  

 毎日庭球日 3166181 江原 京香 [2] 若月 凜  

32  Watanuki TA 3166619 若月 凜  
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