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選手登録番号 St. 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

F10896  姫路大学 岸上 歌華 [1]

1 F11110  プロ・フリー 細木 祐佳 岸上 歌華 [1]

    細木 祐佳

2    Bye 1  小林 ほの香

F50539  プロ・フリー 小林 ほの香  細沼 千紗

3 F10858  福井県スポーツ協会 細沼 千紗 小林 ほの香 6-2 6-3

F128955  あじさいMTCアカデミー 稲見 美咲 細沼 千紗  

4 F128724  あじさいMTCアカデミー 齊藤 心海 6-0 6-1 小林 ほの香

F60129  テニスユニバース 安部 由香莉  細沼 千紗

5 F51043  フクシマガリレイ 山藤 真帆 伊藤 あおい 3-6 6-1 [11-9]

F52793  サリュートテニス専門 伊藤 あおい 須藤 さくら  

6 F132225  Team Satellite あたご 須藤 さくら 7-5 0-6 [10-7] 上田 らむ [5]

     中村 天音

7    Bye 7 上田 らむ [5] 6-0 6-2

F11299  ノア･インドアステージ 上田 らむ [5] 中村 天音  

8 F51039  関西大学 中村 天音  倉持 美穂 [8]

F11560  テニスユニバース 尾関 彩花 [3]  秋山 みなみ

9 F10830  テニスユニバース 長船 香菜子 尾関 彩花 [3] 1-6 6-3 [10-6]

    長船 香菜子  

10    Bye 3  尾関 彩花 [3]

F692739 A 栃木県テニス協会 唯岡 千紘  長船 香菜子

11 F692741  栃木県テニス協会 阿部 祐理子  w.o.

F86149 A 東京国際大学 市川 結子   

12 F132164  東京国際大学 高橋 凜 Not Played 倉持 美穂 [8]

F53088  プロ・フリー 奥脇 莉音  秋山 みなみ

13 F50700  沖縄尚学高等学校 松本 祐華 入江 真子 6-2 6-1

F08994  リコー 入江 真子 板谷 里音  

14 F50520  リコー 板谷 里音 6-1 7-6(6) 倉持 美穂 [8]

F50620  プロ・フリー 大橋 由奈  秋山 みなみ

15 F111015  柳生園テニスクラブ 新見 小晴 倉持 美穂 [8] 6-3 2-6 [11-9]

F51023  プロ・フリー 倉持 美穂 [8] 秋山 みなみ  

16 F09742  Fテニス 秋山 みなみ 6-0 6-3

寺見 かりん

[2]

F50730  プロ・フリー 川岸 七菜 [6]  長谷川 茉美

17 F11015  SEEKERs TENNIS TEAM 森本 凪咲 川岸 七菜 [6] 4-6 6-3 [11-9]

    森本 凪咲  

18    Bye 6  川岸 七菜 [6]

F131287  MAT Tennis Academy 阿部 咲良  森本 凪咲

19 F51001  日本大学テニス部 鳥山 友里 阿部 咲良 6-4 6-0

F131489  MAT Tennis Academy 小林 杏里紗 鳥山 友里  

20 F131832  高崎テニスクラブ 松本 多恵 6-2 4-6 [10-5] 押野 紗穂 [4]

F09707 A INOUEテニスアカデミー 井上 晴菜  松本 安莉

21 F50864  パブリックテニス洛西 繁益 春音 井上 晴菜 6-1 6-3

F52758  SENKO 中舘 夏美 繁益 春音  

22 F09943  

自由ガ丘インターナショナルテニスカ

レッジ 園田 彩乃 7-5 1-6 [14-12] 押野 紗穂 [4]

     松本 安莉

23    Bye 4 押野 紗穂 [4] 4-6 6-4 [10-4]

F11559  島津製作所 押野 紗穂 [4] 松本 安莉  

24 F11743  島津製作所 松本 安莉  

寺見 かりん

[2]

F11423  リコー 酒井 渚月子 [7]  長谷川 茉美

25 F10136  リコー 金井 綾香 酒井 渚月子 [7] 6-3 7-6(3)

    金井 綾香  

26    Bye 8  伊藤 日和

F50310 A 同志社大学 伊藤 日和  伊藤 汐里

27 F50739  グリーンテニスプラザ 伊藤 汐里 伊藤 日和 6-2 5-7 [10-5]

F11324  リコー 原口 沙絵 伊藤 汐里  

28 F50082  リコー 髙橋 玲奈 7-5 7-5 寺見 かりん [2]

F50723  姫路大学 田中 菜冴美  長谷川 茉美

29 F50516  姫路大学 西本 聖良 田中 菜冴美 6-3 6-3

F11621  SENKO 佐藤 葵 西本 聖良  

30 F11367  SENKO 橘 薫乃 6-0 7-6(3) 寺見 かりん [2]

     長谷川 茉美

31    Bye 2 寺見 かりん [2] 4-6 7-5 [10-7]

F10050  テニスユニバース 寺見 かりん [2] 長谷川 茉美  

32 F10147  伊予銀行 長谷川 茉美  
    


