
　女　　子
1R 2R 3R QF SF F

1 3165650 クロスリー　真優 東京 窪町

2 3652558 山口　はんな 茨城 桜並木学園桜南

3 3258777 熊谷　帆夏 神奈川 天神

4 3852846 三浦　菜々心 栃木 瑞穂台

5 3165672 ｼｶﾞﾈ-ﾙ　玲奈 東京 西町ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

6 3852856 平野　愛実 栃木 小山第三

7 3553761 山本　晄 群馬 永明

8 3752065 渡辺　愛彩 山梨 大里

9 3852796 石井　絢 栃木 国分寺

10 3361999 小野　陽菜 千葉 稲毛第二

11 3461353 伊東　磨希 東京 早稲田実業学校

12 3362287 稲場　らん 千葉 我孫子第三

13 3258526 添田　栞菜 神奈川 小糸

14 3166185 馬場　アリーチェ 神奈川 片平

15 3362203 金子　紗英 茨城 開智望

16 3165474 古谷　ひなた 東京 芳水

17 3361976 竹内　星妃 千葉 小金

18 3258632 野口　紗枝 神奈川 相模台

19 3752079 高木　優羽 山梨 竜王東

20 3166037 土井　悠愛 東京 多摩第三

21 3258435 坂野　生奈 神奈川 並木第一

22 3852810 米川　しゅう 栃木 小山城北

23 3752063 塚本　結衣 山梨 玉穂南

24 3652545 寺田　帆花 茨城 長山

25 3461111 朝倉　優奈 東京 自由学園

26 3165822 生田　華実 東京 潤徳

27 3852870 木村　莉菜 栃木 今市第三

28 3752099 内藤　綾萌 山梨 山梨大附属

29 3165997 山上　夏季 東京 光が丘秋の陽

30 3461211 辻岡　史帆 埼玉 清進

31 3362109 桑原　由衣 千葉 城西

32 3165780 佐藤　弘夏 東京 北ノ台

33 3165673 岩佐　南美 東京 瑞穂第二

34 3461408 瀬尾　朱里 埼玉 高砂

35 3752113 赤池　桂奈 山梨 南湖

36 3258557 米澤　渚 神奈川 円蔵

37 3652568 上坂　真菜 茨城 岩井第一

38 3258667 中村　菜花 神奈川 あざみ野第二

39 3553823 石井　愛笑 群馬 フェリーチェ玉村国際

40 3362088 岩田　莉子 千葉 大椎

41 3553591 齋藤　朱花 群馬 桃井

42 3461458 松岡　杏樹 埼玉 栄

43 3461280 前田　樹花 埼玉 戸ヶ崎

44 3461456 大河原　彩 埼玉 岸町

45 3258627 鹿島　璃子 神奈川 潮田

46 3652584 林　愛子 茨城 藤代

47 3165873 影山　海結 神奈川 百合丘

48 3258486 中里　亜優菜 神奈川 平沼

49 3258736 名雪　芹 神奈川 松林

50 3362143 石川　颯姫 千葉 新井

51 3165856 内藤　未依 東京 泉新

52 3165867 小島　陽菜 東京 国立第四

53 3258549 添田　ゆう 神奈川 花水 シード順位

54 3461251 園部　八奏 埼玉 仲本 ① クロスリー　真優

55 3258509 明場　凛 神奈川 緑園西 ② 齋藤　咲良

56 3258419 北原　結乃 神奈川 東市ヶ尾 ③ 中里　亜優菜

57 3165760 阿部　叶実 東京 幡代 ④ 竹内　星妃

58 3461065 梅國　莉音子 埼玉 仲本 ⑤ 古谷　ひなた

59 3258673 長谷川　汎奈 神奈川 日限山 ⑥ 名雪　芹

60 3553844 高澤　雛李 群馬 桃川 ⑦ 岩佐　南美

61 3165527 若山　璃音 神奈川 西丸子 ⑧ 佐藤　弘夏

62 3258520 飯田　紗帆 神奈川 厚木第二 ⑨ 北原　結乃

63 3362131 上方　璃咲 千葉 中原 ⑩ 岩田　莉子

64 3553582 齋藤　咲良 群馬 二之宮 ⑪ 石井　絢

⑫ 朝倉　優奈

補　　　欠 ⑬ 齋藤　朱花

1 3258538 永野　美嘉 神奈川 井田 ⑭ 阿部　叶実

2 3461653 渡辺　ほなみ 東京 月島第三 ⑮ 渡辺　愛彩

3 3553692 服部　由奈 群馬 二之宮 ⑯ 寺田　帆花


