
番号 シード 登録番号 名前 所属 2round 3round 4round Quarter finals Semi finals Final高崎オープンジュニアWINTER１４歳以下女子シングルス1 1 3361719 斉藤　愛里沙 ( SOL Tennis College )) 1 斉藤3 3165378 小松　由茉 ( 東京JTTC )2 3361964 富田　晴翔 ( アポロコーストTC )5 3165537 太田　貴子 ( 成城ジュニアテニスアカデミー )4 3258420 増川　花菜 ( YSC )7 3553658 荒木　琉紀乃 ( 尾島ジュニアＴＣ )6 3165664 今泉　優希 ( 武蔵野ドームテニススクール )9 9～12 3852723 成井　友紀乃 ( RIVER )8 13～16 3165145 田中　春侑 ( Ｔｅａｍ　３１０Ｖ )11 3461262 宇野　恵菜 ( ETC )10 3258459 小野　莉々佳 ( ファーイーストＪｒＴＡ )13 3165752 太田　賀子 ( 成城ジュニアテニスアカデミー )12 3165693 石井　はる佳 ( 武蔵野ドームテニススクール )15 3460785 山口　日菜子 ( グリーンテニスプラザ )14 3165510 松本　瑠夏 ( 武蔵野ドームテニススクール )17 3～4 3361745 小副川　莉桜 ( INABA T.S. )16 5～8 3461247 塩田　夢花 ( ALWAYS TS )19 3258506 宮本　知佳 ( ウエスト横浜テニスクラブ )18 3553574 岩瀬　あかり ( 館林ジュニアテニスクラブ )21 3258372 溝口　瑠維 ( 神奈川県テニス協会 )20 3258378 西　夏美 ( Val )23 3258055 石井　花音 ( ファーイーストジュニアテニスアカデミー )22 3258422 朝井　奈津子 ( エバーグリーンテニスフォレスト横浜 )25 9～12 3258227 吉家　莉菜 ( 荏原ＳＳＣ )24 13～16 3165245 大野　里紗 ( トータルテニスアカデミー )27 3553604 北爪　優日 ( あかぎテニスクラブ )26 3258193 太田　姫菜 ( シンズあざみ野テニスチーム )29 3165313 惣福　結香 ( 町田ローンテニスクラブ )28 4050336 渡邉　菜央 ( 北信越テニス協会 )31 3165374 山﨑　結馨 ( 高井戸ダイヤモンド・フミヤTS )30 3258457 小西　花梨 ( 神奈中テニススクール )33 5～8 3460601 池羽　沙藍 ( 蓮田グリーンテニス )32 5～8 3460560 奥脇　愛莉 ( Fテニス )35 3553632 町田　瑠衣 ( 高崎TC )34 3553640 田村　瑞姫 ( あかぎテニスクラブ )37 3553631 小林　鈴 ( ＭＡＴ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｅｍｙ )36 4050331 高橋　海希 ( 北信越テニス協会 )39 3361814 松坂　珠代 ( 志津テニスクラブ )38 3553763 長﨑　京那 ( エリステニスクラブ )41 13～16 3460539 梅國　莉咲子 ( 与野テニスクラブ )40 9～12 3258236 山野　凜 ( 葉山テニスクラブ )43 3165598 丹下　愛菜 ( IHSM武蔵野 )42 3258239 茅根　もも ( 橘テニスアカデミー )45 3165561 寺田　絵里花 ( 狛江インドアジュニアATPチーム )44 3165446 若杉　沙羅 ( VIP TENNIS ACADEMY )47 3165370 吉岡　あい ( 有明ジュニアテニスアカデミー )46 3258392 小西　優奈 ( 神奈中テニススクール )49 5～8 3165369 﨑山　亜子 ( たちかわJTA )48 3～4 3361801 古賀　彩花 ( 吉田記念テニス研修センター )51 3852725 岩田　真彩 ( VOX )50 3164859 内田　碧 ( コートピア大泉テニスクラブ )53 3361910 内山　侑香 ( INABA T.S. )52 3258212 境井　日菜 ( 荏原SSC )55 3460819 中村　真桜 ( 赤城アカデミーさくら野火止 )54 3361692 鈴木　玲緒菜 ( Hills K-Nagatsuka Tennis Academy )57 13～16 3460761 寺門　玲 ( Ｓ．Ｉ．Ｔ．Ａ )56 9～12 3361667 角田　唯 ( フミヤエース市川テニスアカデミー )59 3553316 高橋　実穂 ( ミナミグリーンテニスクラブ )58 3460783 風間　菜花 ( グリーンテニスプラザ )61 3553614 今泉　里咲 ( 尾島ジュニア )60 3258488 宮内　汐夏 ( ラックテニスガーデン 2015.11.23付ランキング2015.11.23付ランキング2015.11.23付ランキング2015.11.23付ランキング)64 2 3165083 坂本　菖 ( たちかわジュニアテニスアカデミー )63 3165518 篠原　まりか ( 有明ジュニアテニスアカデミー )62 3258421 増川　日菜 ( YSC 64 坂本76(3)

6412 石井 12 石井6110 小野608 田中62 621 斉藤61 648 田中5 太田W.O 60634 増川 1 斉藤1 斉藤

6419 宮本 6417 小副川 641 斉藤6017 小副川 63W.O16 塩田 23 石井
W.O13 太田60 16 塩田 6416 塩田

6432 奥脇6132 奥脇W.O27 北爪29 惣福6327 北爪N.SW.O23 石井W.O21 溝口 6023 石井 75
611 斉藤

48 古賀 6248 古賀6241 梅國W.O43 丹下76(10)41 梅國76(5)40 山野 6140 山野6137 小林 7540 山野6236 高橋6136 高橋W.O
6348 古賀6149 﨑山

6132 奥脇60 6132 奥脇34 田村

W.O6262 増川60 宮内W.O58 風間62
6064 坂本6258 風間 6064 坂本 7564 坂本7556 角田56 角田6253 内山6352 境井W.O49 﨑山W.O48 古賀W.O45 寺田 6364 坂本7556 角田

62


