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

 3165474 有明JTA 古谷 ひなた [1] 

1  3165760 桜田倶楽部 阿部 叶実 古谷 ひなた [1] 

    阿部 叶実 

2    Bye  古谷 ひなた [1] 

 3165715 VIP TA 中林 ゆい  阿部 叶実 

3  3166709 昭和の森JTS 吉川 由津 小川 恵 62 61

 3166179 武蔵野ドームTS 小川 恵 齋藤 来実  

4  3166587 毎日庭球日 齋藤 来実 63 62 竹本 真埜 [8] 

 3166192 八王子TA 岩尾 凜  近藤 海里 

5  3166194 はちおうじ庭球塾 田村 いろは 岩尾 凜 W.O

 3166599 TAI TS 末崎 優奈 田村 いろは  

6  3166411 TAI TS 立川 果穂 63 62 竹本 真埜 [8] 

 3166984 たちかわJTA 宮本 遙  近藤 海里 

7  3165786 町田ローンJA 小橋 千尋 竹本 真埜 [8] 46 63 10-4

 3166840 富士見丘中学校 竹本 真埜 [8] 近藤 海里  

8  3165947 ICHIKATSU TA 近藤 海里 60 64 小島 陽菜 [4] 

 3165867 東京都TA1 小島 陽菜 [4]  岩佐 南美 

9  3165673 東京都TA 岩佐 南美 小島 陽菜 [4] 62 60

 3166565 桜台庭球塾 堤 葵 岩佐 南美  

10  3166850 桜台庭球塾 山本 結希 60 60 小島 陽菜 [4] 

 3166794 武蔵野ドームTS 丸毛 春佳  岩佐 南美 

11  3166536 緑ヶ丘TG 横江 遙七 丹羽 恵里佳 60 61

 3165951 有明JTA 丹羽 恵里佳 谷口 翼  

12  3166092 JITC 谷口 翼 61 63 小島 陽菜 [4] 

 3165996 町田ローンJA 松渕 桃  岩佐 南美 

13  3166506 日大三中 渡邉 さら 岩佐 優香 63 62

 3166044 ビッグK 岩佐 優香 熊谷 優菜  

14  3166219 TAI TS 熊谷 優菜 61 63 室井 仁茄 [5] 

 3166463 D-tennis. 三木 千宙  渡部 莉乃香 

15  3166261 D-tennis. 内田 樹里 室井 仁茄 [5] 60 67(4) 10-7

 3165862 ウッドACTT 室井 仁茄 [5] 渡部 莉乃香  

16  3166307 ノアIS国分寺 渡部 莉乃香 61 61 小島 陽菜 [4]

 3165619 善福寺公園TC 今野 凜子 [6]  岩佐 南美

17  3165992 たちかわJTA 矢口 絢菜 今野 凜子 [6] 16 76(5) 10-6

 3166103 はちおうじ庭球塾 土屋 紗菜 矢口 絢菜  

18  3166285 南町田ITC 山本 未空 64 63 今野 凜子 [6] 

 3166664 たちかわJTA 櫻井 実玖乃  矢口 絢菜 

19  3165822 TEAM YTP 田無 生田 華実 櫻井 実玖乃 16 62 11-9

 3166783 京王TC 川口 椛奈 生田 華実  

20  3166928 成蹊中学校 豊川 渉 60 63 佐藤 弘夏 [3] 

 3166020 T.T.LBRL 住友 希  馬場 アリーチェ 

21  3166155 南町田ITC 小川 萌衣 住友 希 63 63

 3166676 武蔵野ドームTS 加藤 あい 小川 萌衣  

22  3166428 善福寺公園TC 神村 京花 60 63 佐藤 弘夏 [3] 

 3166832 桜台庭球塾 小峰 千明  馬場 アリーチェ 

23  3166618 桜台庭球塾 岩田 芽生 佐藤 弘夏 [3] 61 60

 3165780 桜田倶楽部 佐藤 弘夏 [3] 馬場 アリーチェ  

24  3166185 M's BJ 馬場 アリーチェ 60 63 青木 舞帆 [7] 

 3165824 TEAM YTP 田無 青木 舞帆 [7]  黄川田 莉子 

25  3165990 善福寺公園TC 黄川田 莉子 青木 舞帆 [7] 62  26 10-6

 3166211 アルファTS 深瀬 涼子 黄川田 莉子  

26  3166248 京王赤城A 黒木 菜穂子 63 60 青木 舞帆 [7] 

 3165959 CSAT 山倉 実桜  黄川田 莉子 

27  3165932 CSAT 川崎 このは 山倉 実桜 64 64

 3165747 善福寺公園TC 三好 春瑠 川崎 このは  

28  3166927 東大和高校 宮坂 はる 60 61 青木 舞帆 [7] 

 3166660 青山学院中等部 丹 陽菜乃  黄川田 莉子 

29  3166694 青山学院中等部 石橋 真理愛 小栗 言泉 W.O

 3165875 吉祥女子中学校 小栗 言泉 山本 由莉  

30  3167012 吉祥女子中学校 山本 由莉 61 61 山上 夏季 [2] 

 3166324 昭和の森JTS 大原 縁逢  師 夢歩 

31  3166768 昭和の森JTS 大川 あい 山上 夏季 [2] 61 60

 3165997 TAI TS 山上 夏季 [2] 師 夢歩  

32  3165903 T.T.LBRL 師 夢歩 62 63
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