
決勝戦
シード No. 選手 地域 所属

1 1 長谷　川晃子（関西 ・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ ）
長谷川

2 杉山　有紀 （北海道 ・スウイング８９ ） 63 60
長谷川

3 坂谷  泉 （東北 ・ファンキーＴＡ ） 75 62
広瀬

4 広瀬  杏菜 （関西 ・園田学園中 ） 64 16 62
矢野

5 矢野　舞子 （関東 ・桜田倶楽部 ） 63 64
矢野

6 吉田　麻美 （関東 ・宇都宮セントラル） 62 36 61
矢野

7 上原　典子 （中国 ・やすいそ庭球部 ） 67(5) 60 60

坂東
16 8 坂東  未来 （関西 ・ﾃﾆｽﾄﾋﾟｱ ） 76(5) 63

12 9 小城  千菜美（関西 ・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ ）
山内

10 山内　咲季 （関東 ・エストＴＣ ） 61 64
須賀

11 須賀　悠 （九州 ・スガTS ） 75 46 64
須賀

12 井上  愛 （関西 ・INOUE ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ ） 63 61
須賀

13 大西　美穂 （四国 ・ハッピーＴＣ ） 64 26 60
加藤

14 加藤　里奈 （北海道 ・ｳｴｽﾄｺｰｽﾄＲＣ ） 76(5) 64
花田

15 楠瀬  優樹 （中国 ・サニーＴＳ ） 64 62
花田

7 16 花田  彩音 （関西 ・夙川学院中 ） 64 62

4 17 安部　千尋 （関西 ・園田学園中 ）
安部

18 小野  葉月 （東北 ・泉ﾊﾟｰｸﾀｳﾝTC ） 61 60
安部

19 中野　亜美 （九州 ・筑陽学園中 ） 60 62
中野

20 横山　奈美 （九州 ・リザーブJr ） 63 64
岩崎

21 大竹　志歩 （関東 ・ビッグＫ ） 46 63 64
國瀬

22 國瀬  舞 （関西 ・江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ ） 61 60
岩崎

23 岩崎　舞 （北信越 ・Ｌｅｔ’ｓ　ｐｌ） 57 63 75
岩崎

13 24 坂本  奈緒子（東北 ・ファンキーＴＡ ） 60 76(2)

11 25 松重　貴子 （関東 ・宇都宮セントラル）
松重

26 上村  千都 （関西 ・WATS ） 61 62
石田

27 土田  万葉 （東北 ・秋田ｱｽﾚﾃｨｯｸC ） 36 75 64
石田

28 石田　佳菜子（東海 ・佐鳴台ＬＴＣ ） 60 62 シード
森本 1 長谷　川晃子 関西 大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

29 内山　未聖 （北海道 ・ｳｴｽﾄｺｰｽﾄＲＣ ） 63 76(3) 2 小田　彩織 中国 五日市TC
中村 3 小金井　理恵 関東 荏原ＳＳＣ

30 中村　恭子 （北信越 ・池多テニスクラブ） 63 60 4 安部　千尋 関西 園田学園中
森本 5 森本　美香 関東 ＴＴＣ

31 森　瀬里菜 （四国 ・一宮TC ） 62 75 6 田中　優季 東海 刈谷テニスパーク

森本 7 花田  彩音 関西 夙川学院中
5 32 森本　美香 （関東 ・ＴＴＣ ） 63 75 8 重藤　真知子 九州 筑陽学園中

矢野
76(5) 76(4)

岩崎
63 61
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矢野

菊池

14歳以下女子シングルス　No.1.

菊池絵理菜
75 63

矢野
16 76(8) 63



シード No. 選手 地域 所属

6 33 田中　優季 （東海 ・刈谷テニスパーク）
高畑

34 高畑　寿弥 （東海 ・ﾆｭｰｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝＴＣ） 76(2) 62
高畑

35 西  愛美 （中国 ・石川ＴＳ ） 62 60
西

36 花畑  歩 （関西 ・人丸TC ） 62 75
高畑

37 奥間　安祐美（関東 ・志津ＴＣ ） 75 62
奥間

38 安部　陽奈 （四国 ・スエヒロＴＣ ） 62 36 62
奥間

39 秋田  史帆 （東海 ・木曽川ＬＴＣ ） 63 26 63
秋田

10 40 伊藤  綾香 （中国 ・アキラＩＴＣ ） 46 60 62

15 41 内藤　陽子 （関東 ・武蔵野ドームＴＳ）
内藤

42 山本  愛 （関西 ・ﾃﾆｽﾗﾎﾞ ） 64 64 
内藤

43 権頭　由梨 （関東 ・グリーンテニスプ） 62 62 
権頭

44 阿部　遙 （北信越 ・ＪＳＳ富山ＩＴＳ） 46 62 60
小金井

45 堀中　香里 （関東 ・Fテニス ） 64 36 63
堀中

46 佐伯　志織 （北信越 ・大林テニススクー） 61 62
小金井

47 田中　菜穂子（中国 ・やすいそ庭球部 ） 63 64
小金井

3 48 小金井　理恵（関東 ・荏原ＳＳＣ ） 62 63

8 49 重藤　真知子（九州 ・筑陽学園中 ）
重藤

50 赤石　由衣 （北海道 ・あけぼのＴＣ ） 61 60
重藤

51 東　由貴 （東海 ・パピーＴＣ ） 63 64 
東

52 荒木　史織 （九州 ・シーガイアTC ） 61 62
菊池

53 中野　美優 （九州 ・RKKルーデンスTC ） 46 62 75
中野

54 内山　朋恵 （北信越 ・上田スポーツ少年） 62 61
菊池

55 三谷　朋子 （九州 ・北九州ウエストサ） 61 62
菊池

9 56 菊池　絵理菜（関東 ・桜田倶楽部 ） 61 62

14 57 田島　亜也奈（東海 ・フェスタＴＣ ）
田島

58 本間  加奈子（北海道 ・あけぼのＴＣ ） 60 60
田中

59 加藤　春奈 （東海 ・木曽川ＬＴＣ ） 64 76(4)
田中 シード

60 田中  奈緒 （関西 ・WATS ） 63 64 9 菊池　絵理菜 関東 桜田倶楽部
渡辺 10 伊藤  綾香 中国 アキラＩＴＣ

61 渡辺　麻里 （関東 ・ＪＩＴＣ ） 63 64 11 松重　貴子 関東 宇都宮セントラルＴＣ

渡辺 12 小城  千菜美 関西 大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

62 長井  麻里奈（四国 ・屋島TC ） 75 46 64 13 坂本  奈緒子 東北 ファンキーＴＡ

渡辺 14 田島　亜也奈 東海 フェスタＴＣ

63 本田　千恵 （中国 ・チームグリーン ） 小田 26 63 75 15 内藤　陽子 関東 武蔵野ドームＴＳ

63 64 16 坂東  未来 関西 ﾃﾆｽﾄﾋﾟｱ
2 64 小田　彩織 （中国 ・五日市TC ） 補欠

1 梶原  亜沙子 四国 ＴＥＡＭＪＯＹ

ディレクター：佐藤　政廣 2 中村　彩乃 東海 ﾆｭｰｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝＴＣ

レフェリー：　福井　規夫 3 西川　満美 関東 ＰＩＴＡ

菊池
60 62
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小金井
63 75

14歳以下女子シングルス　No.2.

菊池
63 63


