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

中山　桜季村山　ひみか 7561 中山　桜季中山　桜季 60
w.o 中山　桜季63谷本　ひなた谷本　ひなた w.o

梅國　莉咲子梅國　莉咲子 6461 梅國　莉咲子入江　柚衣 62入江　柚衣
金井　あぐり 6163 白石　有香莉白石　有香莉 64 白石　有香莉勝見　幸璃 63

白石　有香莉射場　愛佳 62射場　愛佳贄田　佳穂 62 白石　有香莉
木島　菜々花62増渕　つかさ増渕　つかさ w.o

五十嵐　日和 61 脇　千紘関口　裕望 63木島　菜々花木島　菜々花 60
宮　亜美岩瀬　あかり 61 五十嵐　日和太田　姫菜 6263 五十嵐　日和

成井　友紀乃 61成井　友紀乃w.o 脇　千紘宮　亜美 62
脇　千紘脇　千紘 64脇　千紘飯塚　萌々子 6360 脇　千紘

藤由　梨央 62 髙萩　眞子渡辺　心裕 63内田　結菜内田　結菜 60
福渡　葵w.o 福渡　葵髙萩　眞子 64髙萩　眞子
加田　日菜子加田　日菜子 w.o64 福渡　葵福渡　葵 601 1 3361548 石橋　彩由 ( アートヒルテニスクラブ )）3 3460686 加田　日菜子 ( プラスaテニスカレッジ )2 bye （ )5 3165212 福渡　葵 ( 武蔵野ドームテニススクール )4 3460481 重田　夢亜 ( 与野テニスクラブ ）7 bye （ ）6 bye （ )9 9～12 3652349 髙萩　眞子 ( ＣＳＪ )8 13～16 3165245 大野　里紗 ( トータルテニスアカデミー ）11 bye （ ）10 bye （ )13 3165676 渡辺　心裕 ( たちかわジュニアテニスアカデミー )12 3460482 藤由　梨央 ( アクロス戸田インドアＴＣ ）15 bye （ ）14 bye （ )17 3～4 3258112 脇　千紘 ( BEAT TENNIS CLUB )16 5～8 3460822 内田　結菜 ( むさしの村ローンテニスクラブ ）19 3460550 石川　萌花 ( むさしの村ローンテニスクラブ )18 bye （ )21 3852723 成井　友紀乃 ( RIVER )20 3460916 飯塚　萌々子 ( 赤城アカデミーさくら野火止 ）23 bye （ ）22 bye （ )25 9～12 3258380 宮　亜美 ( Team YUKA )24 13～16 3165369 﨑山　亜子 ( たちかわJTA ）27 bye （ ）26 bye （ )29 3258193 太田　姫菜 ( シンズあざみ野テニスチーム )28 3553574 岩瀬　あかり ( 館林ジュニアテニスクラブ )31 bye （ ）30 3652495 寺田　美郷 ( 並木中等教育学校 )33 5～8 3553288 関口　裕望 ( 高崎テニスクラブ )32 5～8 3459998 五十嵐　日和 ( 与野テニスクラブ ）35 bye （ ）34 bye （ )37 3553148 茂木　彩香 ( ＭＡＴ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｅｍｙ )36 3361855 木島　菜々花 ( Hills　ｋ－Nagatsuka　TA ）39 bye （ ）38 bye （ )41 13～16 3165308 射場　愛佳 ( 有明ジュニアテニスアカデミー )40 9～12 3852563 増渕　つかさ ( 宇都宮サンテニスクラブ ）43 bye （ ）42 bye （ )45 3553496 村田　実咲 ( 館林ジュニアテニスクラブ )44 3553386 贄田　佳穂 ( 高崎TC )47 bye （ ）46 3165475 金井　あぐり ( ひまわりテニスクラブ )49 5～8 3553236 勝見　幸璃 ( ＭＡＴ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｅｍｙ )48 3～4 3852578 白石　有香莉 ( 宇都宮テニスクラブ ）51 3460539 梅國　莉咲子 ( 与野テニスクラブ ）50 bye （ ）53 3553320 入江　柚衣 ( あかぎテニスクラブ ）52 3165624 西尾　聖菜 ( 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ ）55 bye （ ）54 bye （ )57 13～16 3164953 手代木　優奈 ( TAI Tennis School )56 9～12 3361568 前田　来夢 ( ＩＮＡＢＡ　Ｔ．Ｓ ）59 bye （ ）58 bye （3258428 小田　桃子 ( 登戸サンライズテニスコート )60 3165135 谷本　ひなた ( 東宝調布テニスクラブ

)

野村建設工業高崎オープンジュニアspring16歳以下女子ドロー

64 2 3361561 中山　桜季 ( ロイヤルSCテニスクラブ )63 bye （ ）62 3361908 村山　ひみか ( SOL Tennis College )61


