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所属団体 St. Round 1

1 チェリーＴＣ 東海  伊藤 あおい [1]
2 丸亀ＴＣ 四国  堀家 那菜
3 名東高 東海  駒田 光音
4 ウイニングショット 東北  佐藤 美月
5 ウイニングショット 東北  城 碧海
6 ウィルＴＡ瀬戸 東海  津田 梨央
7 やすいそ庭球部 中国  中岡 咲心
8 Ｔｅａｍ　ＲＥＣ 関東  阿出川 暖乃 [14]
9 たちかわジュニアＴＡ 関東  大脇 結衣 [12]

10 アクトスポーツクラブ 東海  櫻田 しずか
11 北九州ウエストサイドTC 九州  大蔵 好花
12 山陽女子高 中国  河野 彩奈
13 ルーセントTA熊本 九州  安髙 日渚莉
14 今治明徳中 四国  濱田 暖菜
15 ウイング 北海道 松本 萌恵
16 チームホリゾン 関西  大山 華歩 [7]
17 四日市商業高 東海  久保 結希凪 [3]
18 Ｒ-ＰＲＯＪＥＣＴ 東北  千葉 瑠子
19 ドリームＴＳ 九州  堀江 菜実
20 ラスタットＴＣ 中国  網田 永遠希
21 ウイング 北海道 横濱 百花
22 ＧＥＴＴ 北信越 吉野 真央
23 ＦＵＫＵＩ.ＪＴＴ 北信越 清水　 瑠愛
24 あじさいMTCｱｶﾃﾞﾐｰ 関東  早重 果波 [16]
25 ＥＮＤＥＡＶＯＲ 関東  クロスリー 真優 [9]
26 荒神山テニススクール 北信越 飯沼 有美
27 京都両洋高 関西  東 奈央
28 城南学園 関西  入江 夏生
29 愛知啓成高 東海  新竹 藍
30 アイテニスクラブ 東海  小池 芽衣
31 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前 関西  髙山 揺
32 たちかわジュニアＴＡ 関東  長谷川 采香 [8]
33 テニスＤＩＶＯ 九州  長谷川 晴佳 [5]
34 ＯＴＣ 九州  野口 愛菜
35 やすいそ庭球部 中国  井上 佳苗
36 Ｔｅｎｓｉｏｎ 中国  藤本 麻璃花
37 フォーレスト 四国  市原 小梅
38 人丸ＴＣ 関西  政本 結菜
39 やすいそ庭球部 中国  上野 梨咲
40 海の中道Ｍ＆Ｔ 九州  小林 杏菜 [11]
41 吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ 関東  古賀 彩花 [13]
42 Ａｃｅ ＴＣ 関西  西村 佳世
43 クレイルＴＡ 東北  吉田 梨真
44 ＵＰ.Ｓｅｔ 中国  髙 絢果
45 大林ＴＳ 北信越 瀬戸 祐希奈
46 アポロコーストＴＣ 関東  富田 晴翔
47 SFC 北海道 浅野 美羽
48 札幌光星高 北海道 宮川 このみ [4]
49 TEAM YONEZAWA 関東  石井 さやか [6]
50 仙台育英学園高 東北  下原 茉莉佳
51 城南高 四国  松下 千織
52 ローランギャロ 四国  大平 一花
53 フミヤエース市川ＴＡ 関東  麻坂 芽生
54 さくらテニスガーデン 北信越 鈴木 まこ
55 ＦＵＫＵＩ.ＪＴＴ 北信越 白﨑 望愛
56 城南学園 関西  田邑 来未 [10]
57 浪速中 関西  田中 愛美 [15]
58 ＳＹＴ月見野ＴＳ 関東  辻岡 史帆
59 ラフ 九州  住吉 凜
60 油山ＴＣ 九州  清水 真央
61 オールサムズＴＣ 関東  小副川 莉桜
62 ウイング 北海道 森 基来凜
63 ＣＳＪ 関東  長谷川 美愛
64 Ｆテニス 関東  奥脇 莉音 [2]

Round 2

 伊藤 あおい [1]
 6-2 6-0 
 駒田 光音
 7-5 6-0 
 城 碧海
 7-6(2) 6-2 
 中岡 咲心
 3-6 7-6(9) 6-3 
 大脇 結衣 [12]
 2-6 6-4 6-1 
 大蔵 好花
 6-2 4-6 6-4 
 濱田 暖菜
 7-5 6-3 
 大山 華歩 [7]
 6-1 6-3 
 久保 結希凪 [3]
 6-1 6-4 
 堀江 菜実
 6-3 6-4 
 横濱 百花
 6-1 6-1 
 早重 果波 [16]
 6-1 6-0 
 クロスリー 真優 [9]
 6-0 6-2 
 入江 夏生
 6-2 6-3 
 新竹 藍
 6-1 2-6 6-4 
 長谷川 采香 [8]
 6-7(6) 6-4 6-0 
 長谷川 晴佳 [5]
 6-3 6-1 
 藤本 麻璃花
 6-4 6-4 
 政本 結菜
 5-7 6-3 7-6(5) 
 小林 杏菜 [11]
 6-2 6-4 
 古賀 彩花 [13]
 6-1 6-0 
 髙 絢果
 6-1 6-4 
 瀬戸 祐希奈
 6-0 7-6(9) 
 浅野 美羽
 6-3 3-6 6-4 
 石井 さやか [6]
 6-4 6-3 
 大平 一花
 6-3 6-1 
 麻坂 芽生
 4-6 6-3 6-0 
 田邑 来未 [10]
 5-7 6-0 6-2 
 田中 愛美 [15]
 3-6 6-2 7-6(2) 
 清水 真央
 6-2 2-6 6-4 
 小副川 莉桜
 6-0 6-0 
 奥脇 莉音 [2]
 6-4 4-6 6-2 

Round 3

 伊藤 あおい [1]
 6-3 6-4 

 中岡 咲心
 6-4 6-4 

 大脇 結衣 [12]
 7-6(6) 6-3 

 大山 華歩 [7]
 6-4 7-6(0) 

 久保 結希凪 [3]
 7-6(2) 6-4 

 早重 果波 [16]
 6-1 6-1 

 クロスリー 真優 [9]
 6-0 6-0 

 長谷川 采香 [8]
 6-4 6-1 

 長谷川 晴佳 [5]
 6-1 6-1 

 小林 杏菜 [11]
 6-3 6-0 

 古賀 彩花 [13]
 6-1 6-4 

 瀬戸 祐希奈
 4-6 6-3 6-3 

 石井 さやか [6]
 6-2 6-3 

 田邑 来未 [10]
 1-6 6-3 6-0 

 田中 愛美 [15]
 6-1 7-5 

 奥脇 莉音 [2]
 7-6(3) 6-3 

Quarterfinals

 伊藤 あおい [1]
 6-4 7-6(1) 

 大山 華歩 [7]
 6-2 7-6(3) 

 早重 果波 [16]
 6-1 6-3 

 長谷川 采香 [8]
 6-1 7-5 

 長谷川 晴佳 [5]
 7-6(3) 6-0 

 古賀 彩花 [13]
 6-1 6-2 

 石井 さやか [6]
 7-6 6-3 

 奥脇 莉音 [2]
 6-1 6-4 

Semifinals

 伊藤 あおい [1]
 7-6(6) 6-3 

 早重 果波 [16]
 6-1 6-0 

 長谷川 晴佳 [5]
 6-0 6-2 

 石井 さやか [6]
 6-4 6-2 

 早重 果波 [16]順位 3-4
 長谷川 晴佳 [5]

Final

 伊藤 あおい [1]
 6-3 5-7 6-2 

 石井 さやか [6]
 7-5 6-2 

 長谷川 晴佳 [5]
 1-6 7-6(1) Ret.

 石井 さやか [6]
 6-3 6-3 

# シード選手

1 伊藤 あおい
2 奥脇 莉音
3 久保 結希凪
4 宮川 このみ
5 長谷川 晴佳
6 石井 さやか
7 大山 華歩
8 長谷川 采香

9 クロスリー 真優
10 田邑 来未
11 小林 杏菜
12 大脇 結衣
13 古賀 彩花
14 阿出川 暖乃
15 田中 愛美
16 早重 果波

# 補欠 Replacing

1 藤田 桃子
2 奥野 柚来
3 金巻 知里
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