
番号 シード 登録番号 名前 所属 2round 3round 4round Quarter finals Semi finals Final松本60若名64 松本62川田76(3) 高橋62高橋62 松本62吉新62 長岡62長岡60 長岡60米川62 米川Ｗ.Ｏ 松本62加藤60長谷川61 加藤63河西63 ラクサー64ラクサー62 丸山75丸山60小池76（4） 丸山61平形Ｗ.Ｏ 吉田63 松本64大久保63金谷60 大久保60布谷Ｗ.Ｏ 布谷61佐々木62 大久保64伊東Ｗ.Ｏ 小嶋62小嶋61 永井64飯嶋Ｗ.Ｏ 永井61 齋藤62田島Ｗ.Ｏ田島63 稲葉62高城63 稲葉62稲葉63 齋藤60斉藤Ｗ.Ｏ 武藤62武藤60 齋藤63地田64 齋藤61

２０１６清水善造メモリアルカップ女子1 1 3553487 松本　多恵 ( 高崎テニスクラブ )）3 3258592 小林　柚葵 ( 厚木国際テニスクラブ )2 ｂｙｅ （ )5 3461088 川田　芹奈 ( むさしの村ローンテニスクラブ )4 3461266 若名　紗耶 ( 西武ドームテニスコート )7 3553686 倉林　華夢 (  ミナミグリーンテニスクラブ  )6 3165959 山倉　実桜 ( ウイニングショット )9 9～12 3852740 吉新　なつき ( 日光ジュニアテニスクラブ )8 13～16 3461234 高橋　夏月 ( ウイングローバルテニスアカデミー熊谷 )11 3461325 若名　優衣 ( 西武ドームテニスコート )10 3553761 山本　晄 ( ミナミグリーンテニスクラブ )13 3852810 米川　しゅう ( 小山ジュニア )12 3165702 長岡　紗菜 ( ウイニングショット )15 ｂｙｅ （ ）14 3852795 篠田　和佳 ( アウリンテニスクラブ )17 3～4 3258490 加藤　穂乃実  ( 大磯テニスアカデミー )16 5～8 3553544 小板橋　萌夢 ( 一筆テニスクラブ ）19 3852868 神田　瑞稀 ( 小山ジュニア )18 ｂｙｅ （ )21 3258687 軽部　紗也 ( 寒川ローンテニスクラブ   )20 3258673 長谷川　汎奈 ( Team YUKA )23 3165565 ラクサー　茉弥 ( 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ )22 3165799 河西　華子 ( 成城ジュニアテニスアカデミー )25 9～12 3461054 丸山　千文 ( ひばりヶ丘新豊テニスクラブ )24 13～16 3258545 渡邊　みのり ( S.ONEグリーンテニスクラブ ）27 3553742 富田　あさひ ( 藤岡テニスジュニア )26 ｂｙｅ （ )29 3461368 古城　さくら ( みんなのテニス )28 3553746 小池　実羽 ( ルアンテニスクラブ )31 ｂｙｅ （ ）30 3553750 平形　七菜 ( ルアンテニスクラブ )33 5～8 3461070 大久保　まこ ( F テニス )32 5～8 3461044 吉田　琴音 ( むさしの村ローンテニスクラブ ）35 3461104 中村　好葉 ( 鴻巣グリーンテニスクラブ )34 ｂｙｅ （ )37 3652569 布谷　莉子 ( CSJ )36 3461237 金谷　優香 ( ウイングローバルテニスアカデミー熊谷 )39 3461281 吉岡　里菜 ( リトルプリンステニスクラブ )38 3553591  齋藤　朱花  ( 高崎テニスクラブ )41 13～16 3461353 伊東　磨希 ( U.T.PあたごTC )40 9～12 3460798 佐々木　真楓 ( 戸田市スポーツセンター )43 3553665 海口　紗乙 ( 高崎テニスクラブ )42 3852856 平野　愛実 ( 小山ジュニア )45 3361984 飯嶋　七菜 ( ロイヤルSCテニスクラブ )44 3362180 小嶋　遥夏 ( ロイヤルSCテニスクラブ )47 ｂｙｅ （ ）46 3461295 樋口　眞葵 ( チサンテニスクラブ岡部 )49 5～8 3852794 大纒　三奈 ( 宇都宮テニスクラブ )48 3～4 3258349 永井　花怜 ( リビエラ逗子マリーナテニススクール ）51 3553593 山本　希 ( ミナミグリーンテニスクラブ )50 ｂｙｅ （ )53 3165943 高城　心暖 (  ウイニングショット  )52 3165864 田島　楓 ( TEAM YONEZAWA )55 3461256 稲葉　陽菜 ( Fテニス )54 3553690 大橋　來愛 ( 高崎テニスクラブ )57 13～16 3461245 斉藤　志葵 ( U.T.PあたごTC )56 9～12 3553630 小林　杏里紗 ( MAT Tennis Academy )59 3461292 武藤　ゆう ( ウイングローバルテニスアカデミー熊谷 )58 3652553 改田　明優 ( CSJ )61 3165877 ディリマー　雅 ( 昭和の森ジュニアテニススクール )60 3461410 牧野　かのん ( 鴻巣グリーンテニスクラブ )64 2 3553582 齋藤　咲良 ( ミナミグリーンテニスクラブ )63 ｂｙｅ （ ）62 3461089 地田　葵 ( むさしの村ローンテニスクラブ 


