
番号 シード 登録番号 名前 所属 2round 3round Quarter finals Semi finals Final63 W.ON.S

64

12 宮8 冨田8 冨田6 茂木4 増渕 4 増渕4 増渕

17 石橋17 石橋
N.S 6364 64N.S 17 石橋24 飯村 24 飯村21 兵藤

61 63

64 76(1) 6263 75

17 石橋16 大山 14 中島14 中島12 宮 12 宮12 宮9 永岡
6276(1)63 7564 76(3) 62

17 石橋 W.O

40 澤田35 福渡 35 福渡 17 石橋32 青木 32 青木30 飯田27 金井 32 青木
61 W.ON.S 646263 6262 W.O27 金井

46 飯塚43 会田 48 宮田41 関口41 関口 40 澤田40 澤田 40 澤田37 小川
6263 646375 61

56 田中53 金子 49 吉田51 福井 49 吉田49 吉田 64 杉田48 宮田 48 宮田 76(6)6175
63 62

64 杉田 64 杉田61 鈴木60 柿沼 64 杉田57 増子57 増子 64 杉田56 田中 62
( Team REC3553500 柿沼　那奈美 ( 尾島中学校 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 3459958 杉田　栞 ( ウイングローバルテニスアカデミー熊谷 )63 bye ( )62 3164999 藁科　怜乃 )59 3553313 鈴木　藍 ( 一筆テニスクラブ )58 bye (bye ( ))6160 )57 13～16 3852597 増子　未結 ( 宇都宮サンTC )56 9～12 3361705 田中　日南乃 ( SOL Tennis College55 bye ( )54 bye ( ))53 3165712 金子　美月 ( 武蔵野ドームテニススクール )52 3165281 河野　怜 ( 狛江インドアジュニアＡＴＰチーム )51 3553327 福井　順子 ( 一筆テニスクラブ )50 bye ( )49 5～8 3257844 吉田　華菜子 ( 葉山ＴＣ )48 3～4 3164998 宮田　萌芳 ( Team REC )47 bye ( )46 3460916 飯塚　萌々子 ( 赤城アカデミーさくら野火止 )45 3165640 山本　百花 ( たちかわジュニアテニスアカデミー )44 bye ( )43 3165358 会田　京叶 ( 有明ジュニアテニスアカデミー )42 bye ( )41 13～16 3553288 関口　裕望 ( 高崎TC )40 9～12 3165275 澤田　佳子 ( ノア・インドアステージ国分寺 )39 bye ( )38 3164887 西村　瑠生 ( ノア・インドアステージ国分寺 )37 3553295 小川　佳奈実 ( 高崎テニスクラブ )36 3553387 荘　優月 ( MAT Tennis Academy )35 3165212 福渡　葵 ( 武蔵野ドームテニススクール )34 bye ( )33 5～8 3461116 河野　瑞生 ( U.T.PあたごTC )32 5～8 3553296 青木　さち ( ミナミグリーンテニスクラブ )31 bye ( )30 3165273 飯田　沙来 ( Team REC )27 3258428 小田　桃子 ( 登戸サンライズテニスコート )26 bye ( )2928 3553548 今泉　夏音 ( 尾島ジュニア )25 9～12 3652394 五十嵐　萌々 ( CSJ )24 13～16 3361538 飯村　美結 ( 吉田記念テニス研修センター

)

23 bye ( )22

3852563 増渕　つかさ ( 宇都宮サンテニスクラブ

bye ( ))3258285 大島　彩華 ( ＢＥＡＴ　ＴＥＮＮＩＳ　ＣＬＵＢ21 3361877 兵藤　弥友羽 ( あじさいインドアＴＳ )20 )19 3164918 中島  彩花 ( 武蔵野ドームテニススクール )18 bye ( )17 3～4 3361548 石橋　彩由 ( アートヒルテニスクラブ )16 5～8 3361298 大山　瀬菜 ( SOL Tennis College )15 bye ( )14 3164957 中島  遼佳 ( 武蔵野ドームテニススクール )13 3258343 千葉　あさひ ( リビエラ逗子マリーナＴＳ )12 3258380 宮　亜美 ( Team ＹＵＫＡ )11 3460442 大塚　美乃里 ( 与野テニスクラブ )10 bye (3553148 茂木　彩香 ( MAT Tennis Academy )9 9～12 3165119 永岡　咲良 ( 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ )8 13～16 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5

3165475 金井　あぐり ( ひまわりテニスクラブ )

4 bye ( ))7 bye ( )63 3460923 石丸　愛海香 ( 川口市テニス協会ジュニア )2 bye (高崎オープンジュニアWINTER１６歳以下女子シングルス1 1 3164476 中村　美月 ( コートピア大泉テニスクラブ ))


