
番号 シード 登録番号 名前 所属 2round 3round 4round Quarter finals Semi finals FinalFinal高崎オープンジュニアWINTER１８歳以下女子シングルス1 1 3652189 川村　茉那 ( CSJ )) 1 川村3 3164452 田中　麻衣 ( 昭和の森ジュニアテニススクール )2 bye ( )5 3165442 梶下　美空 ( ビッグＫ )4 3361355 石倉　奈央子 ( 志津ＴＣ )7 3361643 木村　菫 ( 吉田記念テニス研修センター )6 3852441 大橋　歩 ( アウリンＴＣ )9 3165357 会田　佳世 ( 有明ジュニアテニスアカデミー )8 3460434 関　美琴 ( 与野TC )11 3257929 南口　亜美 ( 大島フラワーテニスガーデン )10 3552977 荻原　瑠衣 ( ミナミグリーンテニスクラブ )13 3361830 富岡　紗雪 ( ニッケコルトンTG )12 3164014 鈴木　霞 ( 京王赤城アカデミー )15 bye ( )14 3459693 今野　亜美 ( 浦和学院高等学校 )17 9～12 3361411 田村　妃菜 ( サムライテニス )16 13～16 3459807 青木　朋恵 ( 大妻嵐山高等学校 )19 3165585 田中　陽子 ( 南町田インターナショナルテニスカレッジ )18 bye ( )21 3361618 薬師神　佳澄 ( 習志野高校 )20 3553229 木澤　七海 ( サンクテニスクラブ )23 3258052 菊嶋　梨香子 ( ＩＨＳＭ綾瀬 )22 3460134 長谷川　果菜 ( PCAジュニアテニスアカデミー )25 3461195 森　千秋 ( ひばりヶ丘新豊テニスクラブ )24 3164933 中嶋　花歩 ( ビッグK )27 3164300 成瀬　優美 ( 有明ジュニアテニスアカデミー )26 3164805 中館　夏美 ( VIP Tennis Academy )29 3553268 佐々木　咲 ( 上野山テニススクール )28 3257802 冨田　明菜 ( パームインターナショナルテニスアカデミー )31 bye ( )30 3257620 大野　未菜実 ( リビエラ逗子マリーナＴＳ )33 3～4 3257914 杉山　歩 ( Val )32 5～8 3164497 矢間　美帆 ( 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー )35 3553247 小野寺　杏奈 ( ミナミグリーンテニスクラブ )34 bye ( )37 3361227 斎藤　悠夏 ( Pal Tennis )36 3460215 武田　彩夏 ( 伊奈学園総合高校 )39 3553034 松井　南美 ( 一筆テニスクラブ )38 3165082 畠山　京子 ( 南町田インターナショナルカレッジ )41 3164381 高橋　悠 ( Team310V )40 3361568 前田　来夢 ( INABAT.S. )43 3361505 前田　咲喜 ( アートヒルＴＣ )42 3165438 出水　美咲 ( VIP Tennis Academy )45 3553715 村田　真優 ( 一筆テニスクラブ )44 3553054 我妻　伊杏 ( 一筆テニスクラブ )47 bye ( )46 3257245 森川　奈穂 ( 霧ガ丘アップTA )49 9～12 3164728 市川　真衣 ( 三菱養和テニススクール )48 13～16 3164085 都筑　はるな ( 自由が丘インターナショナルカレッジ )51 3165068 松﨑　未知 ( 京王赤城アカデミー )50 bye ( )53 3459493 和田　千明 ( 越谷総合技術高校 )52 3461264 春日　萌恵子 ( 西武ドームテニスコート )55 3460895 生方　詩和梨 ( アクロス戸田インドアTC )54 3361498 清水　愛華 ( SOL Tennis College )57 3257488 市田　実鈴 ( ＹＳＣ )56 3553147 茂木　里奈 ( MAT Tennis Academy )59 3257575 江尻　美輝 ( Team YUKA )58 3164963 三谷　早希 ( 緑ヶ丘テニスガーデン )61 3459932 小久保　遥花 ( 秀明英光高校 )60 3361090 鈴木　杏奈 ( TTC 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 5～8 3361015 山田　恵璃 ( ルネサンス鷹の台ＴＣ )63 bye ( )62 3258622 五十嵐　菜々子 ( 東海大学付属相模高校 64 山田 64 山田
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高崎オープンジュニアWINTER１８歳以下女子シングルス65 5～8 3164149 吉田　穂花 ( コートピア大泉テニスクラブ )) 68 木下N.S67 3165578 久保田　麻衣 ( 狛江インドアジュニアＡＴＰチーム )66 bye ( )69 3361675 多田　楓 ( 吉田記念テニス研修センター )68 3257483 木下　瑠萌 ( ＩＨＳＭレニックス )71 3553123 高橋　夏実 ( サンテニスクラブ )70 3461107 髙橋　遥菜 ( 浦和学院高等学校 )73 3258038 香川　唯 ( 開成グリーンテニスクラブ )72 3460034 妹尾　くるみ ( 与野テニスクラブ )75 3553267 齊藤ななみ ( ＭＡＴ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｍｙ )74 3553197 鳥山　友里 ( あかぎテニスクラブ )77 3164581 萩原　花帆 ( Team　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ )76 3361360 中西　ほの香 ( 吉田記念テニス研修センター )79 bye ( )78 3460201 高西　咲里 ( グリーンテニスプラザ )81 13～16 3460192 山﨑　京花 ( むさしの村ローンテニスクラブ )80 9～12 3361609 長門　桃子 ( 吉田記念テニス研修センター )83 3258083 溝口　英蘭 ( 成瀬中学校 )82 bye ( )85 3258336 池田　ひとみ ( 厚木国際TC )84 3257763 佐藤　美鈴 ( IHSMイザワ )87 3257541 木村　由 ( ＩＨＳＭイザワ )86 3460257 龍前　七彩 ( ETC )89 3164503 木村　羽瑠菜 ( たちかわジュニアアカデミー )88 3552848 髙橋　詩織 ( ミナミグリーンテニスクラブ )91 3459328 鯰江　美咲 ( 与野テニスクラブ )90 3164866 明田　日和 ( 町田ローンテニスクラブ )93 3852368 畠山　織衣 ( 足利みなみテニスクラブ )92 3258224 塗師　蘭 ( ファーイーストＪｒ．ＴＡ )95 bye ( )94 3553326 佐鳥　里花子 ( 上野山テニススクール )97 5～8 3257662 蔭山　美憂 ( Val )96 3～4 3164336 福徳　里彩 ( 狛江インドアジュニアＡＴＰチーム )99 3164247 平野　聡美 ( 成城ジュニアテニスアカデミー )98 bye ( )101 3257885 比留川　咲来 ( IHSM綾瀬 )100 3257589 仲村　雛花 ( イラコテニスカレッジ )103 3164719 中島　すみれ ( トータルテニスアカデミー )102 3553340 木澤　茉優 ( ＭＡＴ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｍｙ )105 3361487 長谷川　琳香 ( フミヤエース市川TA )104 3164861 岡田　優 ( ビッグＫテニス )107 3552960 湯浅　里帆 ( 高崎テニスクラブ )106 3165098 久保田　かすみ ( Team REC )109 3459691 杉田　葵 ( ウイングローバルテニスアカデミー熊谷 )108 3164876 本間　蘭妃 ( 狛江インドアジュニアＡＴＰチーム )113 13～16 3361437 古屋　博香 ( Hills K-Nagatsuka T.A. )112 9～12 3164380 板垣　恵美里 ( 学習院女子高等科111 bye ( ))3361436 古屋　佳香 ( Hills K-Nagatsuka T.A.110115 3553297 戸塚　美求 ( ミナミグリーンテニスクラブ )114 )3164284 田中　李佳 ( 狛江インドアジュニアＡＴＰチーム )117 3258405 内畠　麻貴 ( 青葉台ローンテニスクラブ )116 3459661 舟橋　萌 ( S.I.T.A )119 3553388 大橋　愛莉 ( 高崎テニスクラブ )118 3361557 亀山　もな ( 志津ＴＣ )121 3460190 稲田　美優 ( SYT月見野テニススクール )120 3361499 飯島　菜穂 ( 市川高校 )123 3361320 宮下　華菜 ( アートヒルテニスクラブ )122 3652420 園城　海遥 ( CSJ )125 3257550 長谷川　莉緒 ( BEAT TENNIS CLUB )124 3258317 佐藤　海音 ( 葉山テニスクラブ 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)128 2 3459983 高西　佑里江 ( グリーンテニスプラザ )127 bye ( )126 3257911 吉川　ひかる ( リビエラ逗子マリーナＴＳ 126 吉川


