
12月8日付ランキング使用
登録No Seed name 1R 2R 予選決勝

1 3164497 矢間 美帆 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー 矢間 美帆

2 bye    矢間 美帆

3 3361449 山崎 里紗 サムライテニス 山崎 里紗 61

4 3553547 阿部 千聖 ミナミグリーンテニスクラブ 61 矢間 美帆

5 3258138 堀池 友乃 庭球道場・横浜 堀池 友乃 61

6 bye    堀池 友乃

7 bye 伊藤 美来 WO

8 3163935 伊藤 美来 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ    

9 3164312 茂木 千裕 桜田倶楽部 茂木 千裕    

10 bye    茂木 千裕

11 3460034 妹尾 くるみ 与野テニスクラブ WO

12 3361262 石井 彩貴 志津テニスクラブ 試合無し 宮下 華菜

13 3258406 荒井 わかな 霧が丘アップテニスアカデミー 荒井 わかな 64

14 bye    宮下 華菜

15 bye 宮下 華菜 WO

16 3361320 宮下 華菜 アートヒルテニスクラブ    

17 3164380 板垣 惠美里 学習院女子高等科 板垣 惠美里    

18 bye    新井 寿美伶

19 3460214 竹内 亜未 与野テニスクラブ 新井 寿美伶 WO

20 3165084 新井 寿美伶 東宝調布テニスクラブ 60 稲田 美優

21 3460549 中村 理花 アクロス戸田インドアテニスクラブ 中村 理花 62

22 bye    稲田 美優

23 bye 稲田 美優 WO

24 3460190 稲田 美優 ブリヂストンﾃﾆｽハウス新所沢    

25 3257455 小林 実可子 シンズあざみ野テニスチーム 小林 実可子    

26 bye    武嶋 玲衣

27 3460429 中川 美栗 リトルプリンス 武嶋 玲衣 WO

28 3460824 武嶋 玲衣 赤城アカデミーさくら野火止 61 武嶋 玲衣

29 3257507 川口 柚 クリエイトテニスアカデミーＦＴＣ 川口 柚 64

30 bye    川口 柚

31 bye 波多野 梨花 WO

32 3164466 波多野 梨花 有明ジュニアテニスアカデミー    

33 3164581 萩原 花帆 TeamSatellite 萩原 花帆

34 bye    露木 恵里奈

35 3257722 鈴木 沙耶 Y.S.C 露木 恵里奈 75

36 3257372 露木 恵里奈 BEAT TENNIS  CLUB 60 森川 奈穂

37 3459738 伊藤 三瑠 アクロス戸田インドアTC 伊藤 三瑠 63

38 bye    森川 奈穂

39 bye 森川 奈穂 WO

40 3257245 森川 奈穂 霧が丘アップテニスアカデミー    

41 3164247 平野 聡美 成城ジュニアテニスアカデミー 平野 聡美    

42 bye    平野 聡美

43 3165110 浅見 美月 Team 310V 浅見 美月 60

44 3165589 年森 聖奈 フェアリーテニスフォーラム 60 平野 聡美

45 3361971 小泉 茜 志津テニスクラブ 小泉 茜 試合無し

46 bye    

47 bye 太田 季歩 試合無し

48 3552833 太田 季歩 サンクテニスクラブ    

49 3164535 中村 さやか 有明ジュニアテニスアカデミー 中村 さやか    

50 bye    中村 さやか

51 3460434 関 美琴 与野テニスクラブ 伊吹 奈美 62

52 3459696 伊吹 奈美 アクロス戸田インドアTC 64 中村 さやか

53 3164474 奥野 鈴呼 武蔵野ドームテニススクール 奥野 鈴呼 76(5)

54 bye    奥野 鈴呼

55 bye 谷 雪月 WO

56 3460211 谷 雪月 昌平高校    

57 3258503 渡邊 芙美 弥栄高校 渡邊 芙美    

58 bye    渡邊 芙美

59 3258051 山本 紗弥佳 SunTennisAcademy湘南 山本 紗弥佳 60

60 3258336 池田 ひとみ 厚木国際テニスクラブ WO 渡邊 芙美

61 3460441 森井 亜弥 TC大井ファミリー 松本 祐奈 60

62 3552876 松本 祐奈 高崎テニスクラブ 63 松本 祐奈

63 bye 染谷 優衣 WO

64 3257920 染谷 優衣 荏原ＳＳＣ    
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【関東公認】 第17回 三芳グランド　冬のジュニアコンペティション
女子シングルス 18歳以下 予選
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