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

 66 島津製作所 押野 紗穂 [1]

1  61 島津製作所 松本 安莉 押野 紗穂 [1]

    松本 安莉

2    Bye 1  星野 桃花

  

リビエラ逗子

MARINATS サッバ 奈優茉  星野 遥香

3  169 東京国際大学 大坪 花 星野 桃花 5-7 6-4 [10-4]

 189 東京国際大学 星野 桃花 星野 遥香  

4  140 東京国際大学 星野 遥香 6-1 3-6 [10-3] 星野 桃花

 99 山梨学院大学 兼山 栞凜  星野 遥香

5  210 山梨学院大学 冨樫 りさ子 毛呂 彩音 6-4 3-6 [10-6]

WC 119 筑波大学 毛呂 彩音 西尾 萌々子  

6  112 筑波大学 西尾 萌々子 4-6 6-3 [10-8] 中舘 夏美 [8]

 141 テニスユニバース 小野 美帆  重田 夢亜

7  121 フクシマガリレイ 山藤 真帆 中舘 夏美 [8] 4-6 6-4 [10-6]

 74 丸和商事 中舘 夏美 [8] 重田 夢亜  

8  117 プロ・フリー 重田 夢亜 6-1 6-2 堤 華蓮

 75 リコー 酒井 渚月子 [3]  大川 美佐

9  68 リコー 髙橋 玲奈 酒井 渚月子 [3] 1-6 6-2 [12-10]

    髙橋 玲奈  

10    Bye 3  伊藤 あおい

 107 サリュートテニス専門 伊藤 あおい  繁益 春音

11  104 PLUS LIST 繁益 春音 伊藤 あおい 6-3 6-3

 210 専修大学 湯浅 里帆 繁益 春音  

12  183 日本大学 関口 裕望 6-3 7-6(4) 堤 華蓮

WC 227 亜細亜大学 井口 紬  大川 美佐

13   亜細亜大学 高橋 凪沙 古屋 日香留 3-6 6-3 [10-6]

 288 ジョッキーズ 古屋 日香留 古屋 美智留  

14  70 プロ・フリー 古屋 美智留 6-2 6-4 堤 華蓮

 152 慶應義塾大学 堤 華蓮  大川 美佐

15  155 慶應義塾大学 大川 美佐 堤 華蓮 6-1 6-1

 101 山梨学院大学 千原 菜歩 [7] 大川 美佐  

16  89 エストTC 芝田 詩歩 6-4 6-3 堤 華蓮

 85 リコー 原口 沙絵 [5]  大川 美佐

17  87 リコー 金井 綾香 原口 沙絵 [5] 6-2 6-1

    金井 綾香  

18    Bye 6  原口 沙絵 [5]

 129 早稲田大学 渡邉 優夢  金井 綾香

19  153 早稲田大学 渡邉 早和子 内山 ほのか 6-4 6-2

 160 シンズテニス 内山 ほのか 相川 真侑花  

20  55 テニスユナイテッド 相川 真侑花 w.o. 中山 麗未 [4]

 167 山梨学院大学 木塚 有映  中島 美夢

21  177 山梨学院大学 鈴木 優 木塚 有映 7-5 6-4

 124 亜細亜大学 有木 真絢 鈴木 優  

22  139 亜細亜大学 矢﨑 梓紗 6-0 6-3 中山 麗未 [4]

     中島 美夢

23    Bye 4 中山 麗未 [4] 6-3 6-3

 97 亜細亜大学 中山 麗未 [4] 中島 美夢  

24  67 亜細亜大学 中島 美夢  中山 麗未 [4]

 120

INOUEテニスアカデ

ミー 井上 晴菜 [6]  中島 美夢

25  53 テニスユニバース 寺見 かりん 井上 晴菜 [6] 6-3 6-3

    寺見 かりん  

26    Bye 8  井上 晴菜 [6]

     寺見 かりん

27    Bye 23 園田 彩乃 6-1 6-2

WC 83 プロ・フリー 園田 彩乃 東谷 和  

28  149 河内庭球倶楽部 東谷 和  井上 晴菜 [6]

 197 山梨学院大学 中川原 凜  寺見 かりん

29  154 山梨学院大学 渡辺 寧々 中川原 凜 7-5 6-1

WC  三菱自動車工業 ラグティン 千夏 渡辺 寧々  

30   亀の甲山テニスクラブ 串間 よし乃 6-1 7-6(5) 小松 莉奈 [9]

     岸上 歌華

31    Bye 2 小松 莉奈 [9] 6-3 1-6 [10-3]

 136 SOL Tennis College 小松 莉奈 [9] 岸上 歌華  

32  63 姫路大学 岸上 歌華  

    

   


