
番号 シード 登録番号 名前 所属 2round 3round Quarter finals Semi finals Final

富田　晴翔 6361 富田　晴翔岩田　真彩 61w.o 岩田　真彩w.o
61 風間　菜花町田　瑠衣 62w.o 池羽　沙藍中村　桃子 6060 富田　晴翔

池羽　沙藍62 池羽　沙藍太田　賀子 6175 池羽　沙藍風間　菜花 60
楠本　奈々 6163 阿出川　暖乃76(4)n.s 大久保　萌大久保　萌 w.o

75 金子　美月金子　美月 61w.o 阿出川　暖乃阿出川　暖乃 w.ow.o 阿出川　暖乃

60白石　真里名63 白石　真里名吉田　伊織 60w.o 白石　真里名小林　鈴 61
神門　和未 6061 朝井　奈津子高橋　実穂 7562 高橋　実穂福島　小径 76(8)

w.o 長田　帆乃香長田　帆乃香 6261 阿部　咲良朝井　奈津子 6060 朝井　奈津子

w.o冨田　夕夏62 阿部　咲良阿部　咲良 6260 阿部　咲良金井　優 62
五十嵐　美春 76(5)64 会田　京叶村田　汐香 6160 会田　京叶会田　京叶 62

w.o 土井　佳奈実石井　さやか 6364 会田　京叶秋月　姫菜子 76(4)w.o 秋月　姫菜子
古賀　彩花 古賀　彩花菊地原　朱乃 6160 古賀　彩花土井　佳奈実 61

)

野村建設工業高崎オープンジュニアspring14歳以下女子ドロー

64 2 3165460 荒木　莉渚 ( Team310V )63 bye （ ）62 3852725 岩田　真彩 ( ＶＯＸ )61 3361838 菊池さくら ( ロイヤルSCテニスクラブ )60 3361964 富田　晴翔 ( アポロコーストＴＣ )59 3258576 小池　心音 ( CLOVER　TENNIS ACADEMY )58 3165464 岩佐　梨央 ( ビッグＫ )57 13～16 3553429 中村　桃子 ( ミナミグリーンテニスクラブ )56 9～12 3165145 田中　春侑 ( Team310V )55 3553632 町田　瑠衣 ( 高崎テニスクラブ )54 3460783 風間　菜花 ( グリーンテニスプラザ )53 3258564 酒井　柚香 ( ファーイーストJrTA )52 3461042 飛田　李佳 ( ETC )51 3165752 太田　賀子 ( 成城ジュニアテニスアカデミー )50 3553640 田村　瑞姫 ( あかぎテニスクラブ )49 5～8 3460601 池羽　沙藍 ( 蓮田グリーンテニス )48 3～4 3460579 大久保　萌 ( グローバルプロテニスアカデミー )47 bye （ ）46 3165693 石井　はる佳 ( 武蔵野ドームテニススクール )45 3361966 森山　乃衣 ( あじさいインドアTS )44 3803857 茂木　千紘 ( RIVER )43 3553691 楠本　奈々 ( 高崎テニスクラブ )42 3361967 森山　葵理 ( あじさいインドアTS41 13～16 3165240 阿出川　暖乃 ( 東京ＪＴＴＣ )40 9～12 3852515 田中　紗貴 ( 宇都宮サンテニス39 3165712 金子　美月 ( 武蔵野ドームテニススクール )38 3258231 須藤　汐音 ( 荏原ＳＳＣ37 3553631 小林　鈴 ( ＭＡＴ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｅｍｙ )36 3165446 若杉　沙羅 ( VIP TENNIS ACADEMY35 3460811 吉田　伊織 ( むさしの村ローンテニスクラブ )34 3258618 山口　真未子 ( あざみ野ローンテニスクラブ33 5～8 3852656 白石　真里名 ( 宇都宮テニスクラブ )32 5～8 3164836 福島　小径 ( 京王赤城アカデミー31 3553614 今泉　里咲 ( 一筆テニスクラブ )30 3460949 松田　光 ( 石井真テニスアカデミー29 3553316 高橋　実穂 ( ミナミグリーンテニスクラブ )28 3460777 長田　萌瑛香 ( グローバルテニスアカデミー27 3460912 神門　和未 ( テニスクラブNASこしがや )26 3460958 土屋　海音 ( テニスクラブ大井ファミリー25 9～12 3258422 朝井　奈津子 ( エバーグリーンテニスフォレスト横浜 )24 13～16 3460776 長田　帆乃香 ( グローバルテニスアカデミー23 3461265 春日　日奈子 ( 西武ドームテニスコート )22 3553404 金井　優 ( ＭＡＴ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｅｍｙ21 3258499 奥川　萌 ( 相模原グリーンテニスクラブ )20 3553423 阿部　咲良 ( 一筆テニスクラブ19 3361839 菊地　綾実 ( ロイヤルSCテニスクラブ )18 3165468 竹内　綾音 ( Team310V17 3～4 3258035 冨田　夕夏 ( パームインターナショナルテニスアカデミー )16 5～8 3165358 会田　京叶 ( 有明ジュニアテニスアカデミー )15 3258436 永井　愛梨奈 ( ＩＨＳＭ綾瀬 )14 3852833 小沼　瑞歩 ( アウリンテニスクラブ )13 3553579 村田　汐香 ( 館林ジュニアテニスクラブ )12 3165206 五十嵐　美春 ( 町田ローンテニスクラブ )11 3165682 中山　歩笑 ( ひろせテニススクール )10 3258382 宮田　愛梨 ( 大島フラワーテニスガーデン )9 9～12 3258286 秋月　姫菜子 ( ウエスト横浜テニスクラブ )8 13～16 3553519 倉林　夢生 ( ミナミグリーンテニスクラブ )7 3165762 石井　さやか ( 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ )6 3361899 冨樫　りさ子 ( Hills　ｋ－Nagatsuka　Tennis Academy )5 3165459 土井　佳奈実 ( 東京JTTC )4 3258273 菊地原　朱乃 ( 大島フラワーテニスガーデン1 1 3361801 古賀　彩花 ( 吉田記念テニス研修センター )）3 3553733 村田　莉奈 ( 一筆テニスクラブ )2 bye （

阿部　咲良64

阿部　咲良61

阿出川　暖乃75

)))))))))))))


