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

 3166765 狛江インドアJrATP 坂田 芽優 [1]

1  3166603 東京都テニス協会 寺内 慈 坂田 芽優 [1]

    寺内 慈

2    Bye  坂田 芽優 [1] 

 3166679 桜田倶楽部 白良 優々香  寺内 慈 

3  3166568 VIP TA 角田 莉沙 白良 優々香 6-1 6-1  

 3166804 Team REC 塚本 美空 角田 莉沙  

4  3166806 Team REC 大野 澄怜 61 60 坂田 芽優 [1] 

 3166909 緑ヶ丘TG 堤 歩唯  寺内 慈 

5  3166871 緑ヶ丘TG 外立 凜桜 宮本 珠莉愛 6-4 6-3  

 3166820 桜台庭球塾 宮本 珠莉愛 菊山 ひかる  

6  3166849 桜台庭球塾 菊山 ひかる 67(4) 60[10-7] 井上 凜菜子 [6] 

 3166810 JITC 太田 光音  岩佐 綾香 

7  3166772 JITC 関戸 心咲 井上 凜菜子 [6] 6-0 6-1  

 3166714 桜田倶楽部 井上 凜菜子 [6] 岩佐 綾香  

8  3166731 桜田倶楽部 岩佐 綾香 63 63 佐脇 京 [5] 

 3166691 東宝調布TC 天野 陽葵 [3]  宮本 怜 

9  3166811 桜台庭球塾 武井 有紗 天野 陽葵 [3] 75 46 [10-3]

 3166868 緑ヶ丘TG 村山 聖莉奈 武井 有紗  

10  3166686 ICHIKATSU TA 近藤 さら 36 60[10-0] 丸山 凜 

 3166866 桜田テニスカレッジ Johri Avni  阿左美 沙良 

11  3166748 桜田テニスカレッジ 小澤 璃桜 丸山 凜 6-3 7-5  

 3166766 JITC 丸山 凜 阿左美 沙良  

12  3166753 JITC 阿左美 沙良 62 61 佐脇 京 [5] 

 3166904 Team REC 丸山 結衣  宮本 怜 

13  3166951 狛江インドアJrATP 武藤 叶奈 日下部 紗良 6-1 6-4  

 3166901 タウンテニス大泉学園 日下部 紗良 柿原 里帆  

14  3166844 タウンテニス大泉学園 柿原 里帆 61 75 佐脇 京 [5] 

 3166888 A&Aテニスアカデミー 稲葉 はんな  宮本 怜 

15  3166949 A&Aテニスアカデミー 笠井 心結 佐脇 京 [5] 6-2 6-2  

 3166260 東京都テニス協会 佐脇 京 [5] 宮本 怜  

16  3166846 桜台庭球塾 宮本 怜 60 62 佐脇 京 [5]

 3166902 A&Aテニスアカデミー 高橋 優空 [8]  宮本 怜

17  3166900 A&Aテニスアカデミー 高瀬 葵 高橋 優空 [8] 60 57 [10-5]

 3166800 Team REC 本村 未来 高瀬 葵  

18  3166808 Team REC 西村 優奈 06 61[10-3] 高橋 優空 [8] 

 3166960 善福寺公園TC 小林 恵茉  高瀬 葵 

19  3166937 善福寺公園TC 岩瀬 希 坂井 莉奈 6-4 6-4  

 3166877 JITC 坂井 莉奈 堀口 智永  

20  3166520 JITC 堀口 智永 62 62 高橋 優空 [8] 

 3166751 たちかわJTA 渡瀬 瑶子  高瀬 葵 

21  3166815 たちかわJTA 青木 莉央 渡瀬 瑶子 6-4 6-1  

 3166672 昭和の森JTS 小杉 リリイ 青木 莉央  

22  3166802 東京都テニス協会 貞松 萌愛奈 W.O 渡瀬 瑶子 

 3166769 桜田倶楽部 上向 希野  青木 莉央 

23  3166952 桜田テニスカレッジ 中澤 まどか 上向 希野 2-6 7-5 [12-10]  

 3166761 目黒TC 柏村 眞己 [4] 中澤 まどか  

24  3166867 目黒TC 関灘 優一花 63 61 小坂 優月 [2] 

 3166455 JITC 古谷 はんな [7]  川鍋 梨心 

25  3166474 JITC 吉田 真維花 古谷 はんな [7] 62 62

 3166573 Team REC 勝瑞 理子 吉田 真維花  

26  3166613 コートピア大泉TC 岩佐 心優 62 62 古谷 はんな [7] 

 3166755 狛江インドアJrATP 川合 奈緒  吉田 真維花 

27  3166998 南町田ITC 志賀 真優香 川合 奈緒 6-3 6-3  

 3166974 TAI TS 上山 彩音 志賀 真優香  

28  3166792 TAI TS 牧 佑夏 60 62 小坂 優月 [2] 

 3166922 武蔵野ドームTS 入枝 奈夢  川鍋 梨心 

29  3166875 武蔵野ドームTS 関根 夏穂 入枝 奈夢 1-6 6-4 [12-10]  

 3166746 ICHIKATSU TA 津田 夏帆 関根 夏穂  

30  3166837 ICHIKATSU TA 高橋 希心 63 61 小坂 優月 [2] 

     川鍋 梨心 

31    Bye 小坂 優月 [2] 6-4 6-0  

 3166665 CSAT 小坂 優月 [2] 川鍋 梨心  

32  3166210 有明JTA 川鍋 梨心  
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