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

60 松本　多恵 W.ON,S N.S
角田　智 6060 福渡　葵 松本　多恵 6261 松本　多恵 小塚　しおり 64

福渡　葵 山川　日菜 6061 福渡　葵 浅井　渚 6264 角田　智
菊地原　朱乃 6360 菊地原　朱乃W.O 福渡　葵 60

冨樫　りさ子宮本　知佳 7563 冨樫　りさ子冨樫　りさ子 6360 冨樫　りさ子
60 山口　日菜子荒木　もな 6461 荒木　もな W.O

W.O 福渡　葵 64山口　日菜子山口　日菜子 W.O
兵藤　弥友羽森山　葵理 6064 兵藤　弥友羽菊池　綾実 6260 菊池　綾実

高橋　凜 6063 高橋　凜金井　優 6260 大野　里紗61
大野　里紗64大野　里紗中林　あや 6264 大野　里紗

早川　菜々美 W.O76(1) 中川　愛佳 宮田　愛梨 6163 中川　愛佳 62
61 飯塚　萌々子飯塚　萌々子 6063 中川　愛佳 64早川　菜々美

片岡　諭伽 片岡　諭伽 W.O60 飯塚　萌々子山崎　結馨 75

)

野村建設工業高崎オープンジュニアSUMMER14歳以下女子ドロー

64 2 3258380 宮　亜美 ( Team YUKA )63 bye （ ）62 3165684  小高　未織  ( 昭和の森ジュニアテニススクール )61 3361863 佐藤　由依 ( ニッケコルトンテニスガーデン )60 3460794 小塚　しおり ( 蓮田グリーンテニスクラブ )59 3165644 室山　愛子 ( 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ )58 3258590 狗飼　紗季 ( 厚木国際テニスクラブ )57 13～16 3553487 松本　多恵 ( 高崎テニスクラブ )56 9～12 3460745 角田　智 ( 与野テニスクラブ )55 3553658 荒木　琉紀乃 ( 尾島ＪｒＴＣ )54 3553733 村田　莉奈 ( 一筆テニスクラブ )53 3258467 浅井　渚 ( 鵠沼平本ガーデンコート )52 3553614 今泉　里咲 ( 一筆テニスクラブ ）51 3553654 山川　日菜 ( 高崎テニスクラブ )50 bye （ )49 5～8 3165212 福渡　葵 ( 武蔵野ドームテニススクール )48 3～4 3165264 長谷川　采香 ( たちかわジュニアテニスアカデミー )47 bye （ ）46 3258273 菊地原　朱乃 ( 大島フラワーテニスガーデン )45 3165370 吉岡　あい ( 有明ジュニアテニスアカデミー )44 3361899 冨樫　りさ子 ( Ｈｉｌｌｓ　ｋ-Nagatsuka TA )43 3258453 萩原　渚月 ( リーファインターナショナルテニスアカデミー )42 3258506 宮本　知佳 ( ウエスト横浜テニスクラブ )41 13～16 3361838 菊池　さくら (  初石テニスクラブ  )40 9～12 3165313 惣福　結香 ( 町田ローンテニスクラブ )39 bye ( )38 3361966 森山　乃衣 ( あじさいインドアＴＳ )37 3165352 荒木　もな ( 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ )36 3460785 山口　日菜子 ( グリーンテニスプラザ ）35 3553763 長崎　京那 ( 長野原町テニスクラブ )34 bye （ )33 5～8 3361919 宮本　幸奈 ( Ken'ｓNaritaJuniorProject )32 5～8 3553519  倉林　夢生  ( ミナミグリーンテニスクラブ )31 bye （ ）30 3553630 小林　杏里紗 ( MAT Tennis Academy )29 3361839 菊池　綾実 ( 初石テニスクラブ )28 3361967 森山　葵理 ( あじさいインドアＴＳ )27 3258345 石崎　菜々恵 ( リビエラ逗子マリーナテニススクール )26 bye ( )25 9～12 3361877 兵藤　弥友羽 ( あじさいインドアTS )24 13～16 3553404 金井　優 ( MAT Tennis Academy )23 3258548 小野沢　美優 ( ファーイーストJrTA )22 3165467 高橋　凜 ( TAI Tennis School )21 3553691  楠本　奈々  ( 高崎テニスクラブ )20 3852833 小沼　瑞歩 ( アウリンテニスクラブ ）19 3165574 中林　あや ( VIP TENNIS ACADEMY )18 bye （ )17 3～4 3165245 大野　里紗 ( トータルテニスアカデミー )16 5～8 3164841 中川　愛佳 ( 昭和の森ジュニアテニススクール )15 bye （ ）14 3553548 今泉　夏音 ( 一筆テニスクラブ )13 3258382 宮田　愛梨 ( 大島フラワーテニスガーデン )12 3361883 早川　菜々美 (  あじさいインドアTS  )11 3165716 須藤　さくら ( TENNIS SUNRISE )10 bye ( )9 9～12 3258334 内山　詠 ( 葉山テニスクラブ )8 13～16 3460916 飯塚　萌々子 ( 赤城アカデミーさくら野火止 )7 3852725 岩田　真彩 ( VOX )6 3553387 荘　優月 (  一筆テニスクラブ  )5 3165374 山崎　結馨 ( 高井戸ダイヤモンドフミヤTS )4 3258629 片岡　諭伽 ( 大島フラワーテニスガーデン 1 1 3553236   勝見　幸璃  ( MAT Tennis Academy )）3 3258564 酒井　柚香 ( ファーイーストJrTA )2 bye （


