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St. 所属団体 St. Round 1

1 東京都テニス協会 関東  佐脇 京 [1]

2 やすいそ庭球部 中国  藤山 羽優

3 四ﾉ宮TC 関西  衛藤 望七

4 ウイング 北海道 行方 ゆな

5 ノア・テニスアカデミー神戸垂水関西  塩見 渚

6 愛媛トレセン 四国  山中 星來

7 三重GTC 東海  森下 日葵

8 三重GTC 東海  若菜 蘭 [6]

9 ＴＣコスパ三国ヶ丘 関西  西脇 美結 [4]

10 WishTC 東海  鈴木 美波

11 リバティ 東北  渋谷 月姫

12 コートピア大泉テニスクラブ 関東  岩佐 心優

13 プレジールTA愛媛 四国  篠原 絢

14 UFO 北海道 藤原 有梨沙

15 JITC 関東  吉田 真維花

16 JITC 関東  古谷 はんな [7]

17 オールサムズテニスクラブ 関東  田村 玲奈 [5]

18 RKKルーデンステニスクラブ 九州  松永 凛

19 T&S新発田ITS 北信越 佐々木 美早

20 近江TC 東北  奥山 し渚

21 ラスタットＴＣ 中国  五藤 里保

22 NTA 北信越 山﨑 優里愛

23 荏原SSC 関東  都丸 凛

24 ファーイーストJrTA 関東  杉山 仁菜 [3]

25 TTC 関東  田之上 心咲 [8]

26 every　TC 中国  永倉 聖理奈

27 Team REC 関東  勝瑞 理子

28 T.K.C Jrアカデミー 関西  川中 一花

29 福岡パシフィックＴA 九州  武藤 茉里

30 ロイヤルSCテニスクラブ 関東  小野 果南

31 ウィルＴＡ瀬戸 東海  佐藤 莉子

32 ＣＳＪ 関東  色川 渚月 [2]

Round 2

 佐脇 京 [1]
 6-3 6-0 

 衛藤 望七
 6-2 6-0 

 塩見 渚
 6-1 6-2 

 若菜 蘭 [6]
 6-2 6-0 

 西脇 美結 [4]
 5-7 6-0 10-6 

 岩佐 心優
 6-1 6-1 

 篠原 絢
 7-5 6-3 

 吉田 真維花
 3-6 6-1 11-9 

 松永 凛
 7-5 6-2 

 奥山 し渚
 6-1 6-1 

 山﨑 優里愛
 6-2 6-3 

 杉山 仁菜 [3]
 6-1 6-1 

 田之上 心咲 [8]
 6-1 6-1 

 勝瑞 理子
 6-3 6-3 

 小野 果南
 6-2 4-6 10-2 

 色川 渚月 [2]
 7-5 6-3 

Quarterfinals

 佐脇 京 [1]
 6-0 6-3 

 若菜 蘭 [6]
 6-4 6-4 

 西脇 美結 [4]
 6-1 6-0 

 吉田 真維花
 6-4 6-0 

 松永 凛
 3-6 6-4 10-6 

 杉山 仁菜 [3]
 6-0 6-0 

 田之上 心咲 [8]
 6-1 6-2 

 色川 渚月 [2]
 4-6 6-4 11-9 

Semifinals

 若菜 蘭 [6]
 7-5 6-4 

 西脇 美結 [4]
 6-4 6-4 

 杉山 仁菜 [3]
 6-2 6-4 

 色川 渚月 [2]
 6-1 6-2 

 若菜 蘭 [6]順位 3-4

 色川 渚月 [2]

Final

 西脇 美結 [4]
 6-2 7-5 

 杉山 仁菜 [3]
 7-5 3-6 6-2 

 色川 渚月 [2]
 6-1 6-1 

 西脇 美結 [4]
 6-0 6-0 

# シード選手

1 佐脇 京
2 色川 渚月
3 杉山 仁菜
4 西脇 美結
5 田村 玲奈
6 若菜 蘭
7 古谷 はんな
8 田之上 心咲

# 補欠 Replacing  ドロー日時  11 4 2022 11:52 

 Last Direct Acceptance
 森下 日葵 (JPN)
 ドロー立会い
 
 
 署名

 坪井　啓子




