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St. 所属団体 関東登録番号 Round 1 Finals 予選勝者 
    

1  善福寺公園TC 3166310 神村 歩実 [1]  
    神村 歩実 [1] 

2    Bye   
     神村 歩実 [1] A

3    Bye  6-2  
    春日 日奈子 [20]  

4  大成高校 3166270 春日 日奈子 [20]  
     

5 全 ビッグK 3166745 松本 瑠夏 [2]  
    松本 瑠夏 [2] 

6    Bye   
     松本 瑠夏 [2] B

7    Bye  6-1  
    杉本 弥生 [18]  

8  東京高校 3166763 杉本 弥生 [18]  
     

9  東京都TA 3165753 浜田 空夏 [3]  
    浜田 空夏 [3] 

10    Bye   
     村西 美怜 [19] C

11    Bye  w.o. 
    村西 美怜 [19]  

12  レッツTS 3165988 村西 美怜 [19]  
     

13  ビッグK 3165982 池口 万莉 [4]  
    池口 万莉 [4] 

14    Bye   
     池口 万莉 [4] D

15    Bye  w.o. 
    岩崎 りら [17]  

16  マキシマムSマインド 3166785 岩崎 りら [17]  
     

17  ビッグK 3165431 野口 みな美 [5]  
    野口 みな美 [5] 

18    Bye   
     霜田 莉央 E

19  UTS南大沢 3165770 霜田 莉央  6-3  
    霜田 莉央  

20  かえつ有明高校 3165791 大橋 美音 [29] 6-2  
     

21  昭和の森JTS 3165986 南雲 優美 [6]  
    南雲 優美 [6] 

22    Bye   
     西尾 聖菜 [27] F

23  晃華学園高等学校 3166373 鹿内 茉優  6-3  
    西尾 聖菜 [27]  

24  高輪テニスセンター 3165624 西尾 聖菜 [27] 6-1  
     

25  東京JTTC 3165815 天野 葉月 [7]  
    天野 葉月 [7] 

26    Bye   
     天野 葉月 [7] G

27  ルネサンス西国分寺 3166551 高谷 陽菜  6-2  
    中川 心 [24]  

28  東宝調布TC 3166326 中川 心 [24] 6-2  
     

29  桜台庭球塾 3165931 中島 英 [8]  
    中島 英 [8] 

30    Bye   
     中島 英 [8] H

31  明大付明治高校 3166684 下山 莉央  6-1  
    下山 莉央  

32  JITC 3166556 本畑 諒子 [32] 6-2  
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33  TAI TS 3166332 佐藤 愛美 [9]  
    佐藤 愛美 [9] 

34    Bye   
     岩田 彩水 [30] I

35  山脇学園 3166496 押野 咲希  6-1  
    岩田 彩水 [30]  

36 全 桜台庭球塾 3166617 岩田 彩水 [30] 6-1  
     

37 全 武蔵野ドームTS 3165771 小原 彩理 [10]  
    小原 彩理 [10] 

38    Bye   
     小原 彩理 [10] J

39  BIGBOX東大和 3166213 青木 暁  6-2  
    芝山 真由 [28]  

40  ビッグKひまわり 3166007 芝山 真由 [28] 6-0  
     

41  八王子TA 3166014 岩田 美咲 [11]  
    岩田 美咲 [11] 

42    Bye   
     岩田 美咲 [11] K

43  水郷ITA 3166559 玉川 結理  6-1  
    玉川 結理  

44  Team310V 3165576 今井 もも [25] 6-4  
     

45 全 成蹊高校 3166293 小川 愛 [12]  
    小川 愛 [12] 

46    Bye   
     小川 愛 [12] L

47  東京高校 3166786 佐藤 果凜  6-0  
    佐藤 果凜  

48  東京JTTC 3165794 倉田 優衣 [31] 6-2  
     

49  Team REC 3166829 井上 あんず [13]  
    井上 あんず [13] 

50    Bye   
     井上 あんず [13] M

51  高輪テニスセンター 3166566 石賀 悠  6-1  
    相馬 愛美 [23]  

52  東大和高校 3166000 相馬 愛美 [23] w.o. 
     

53  JITC 3165456 比留間 あい [14]  
    比留間 あい [14] 

54    Bye   
     比留間 あい [14] N

55  東京高校 3166446 白井 希海  6-2  
    奥山 日南子 [21]  

56  TENNIS SUNRISE 3166467 奥山 日南子 [21] w.o. 
     

57  VIP TA 3166294 大森 万由 [15]  
    大森 万由 [15] 

58    Bye   
     大森 万由 [15] O

59  東京高校 3166707 長谷川 和  6-2  
    川口 桜奈 [22]  

60  ビッグK 3166297 川口 桜奈 [22] 6-2  
     

61  Team310V 3165748 土田 望鈴 [16]  
    土田 望鈴 [16] 

62    Bye   
     麻生 花 [26] P

63  TENNIS SUNRISE 3166722 田村 里緒子  7-6(0)  
    麻生 花 [26]  

64  UTS南大沢 3166482 麻生 花 [26] 6-0  
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