
　　　　　女子シングルス 12歳以下 予選 2月25日付けランキング使用

登録No Seed Name 1R 2R 予選決勝

1 3165673 岩佐 南美 たちかわジュニアテニスアカデミー 岩佐 南美

2 bye    長倉 さくら

3 3258627 鹿島 璃子 橘テニスアカデミー 長倉 さくら 試合なし
4 3362119 長倉 さくら ロイヤルＳＣＴＣ 64 瓜生 莉央

5 3461206 瓜生 莉央 三芳JTA 瓜生 莉央 60
6 3362088 岩田 莉子 アポロコーストテニスクラブ 61 瓜生 莉央

7 3165857 中村 充希 コートピア大泉テニスクラブ 中村 充希 61

8 3460932 井上 杏咲 三芳ジュニアテニスアカデミー 64
9 3165572 前田 璃緒 コートピア大泉テニスクラブ 前田 璃緒    

10 bye    前田 璃緒

11 3258555 内田 結那 厚木国際テニスクラブ 北野 優希 60
12 3362090 北野 優希 松戸テニスクラブ 60 前田 璃緒

13 3461237 金谷 優香 ウィングローバルテニスアカデミー熊谷 小島 陽菜 63
14 3165867 小島 陽菜 たちかわJTA 62 小島 陽菜

15 bye 内野 花音 62
16 3361884 内野 花音 フミヤエース市川テニスアカデミー    
17 3362058 山本 真由 松戸テニスクラブ 山本 真由    

18 bye    山本 真由

19 3165946 築城 みなみ 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー 影山 海結 61
20 3165873 影山 海結 狛江インドアジュニアATPチーム 64 山本 真由

21 3461078 日向 美優 フォレストテニスクラブ 日向 美優 61
22 3461266 若名 紗耶 西武ドームテニスコート WO 日向 美優

23 bye 中林 ゆい WO
24 3165715 中林 ゆい VIP TENNIS ACADEMY    
25 3258553 來嶋 澪 霧が丘アップテニスアカデミー 來嶋 澪    

26 bye    黒田 結生

27 3461243 黒田 結生 TC大井ファミリー 黒田 結生 63
28 3362085 佐々野 優香 吉田記念テニス研修センター 60 横田 唯

29 3258586 横田 唯 橘テニスアカデミー 横田 唯 63
30 3461076 黒図 莉菜 フォレストテニスクラブ 61 横田 唯

31 bye 榎本 久乃 WO
32 3165642 榎本 久乃 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ    
33 3258481 豆崎 夏 荏原SSC 豆崎 夏

34 bye    山中 愛純

35 3461261 山中 愛純 西武ドームテニスコート 山中 愛純 60
36 3165942 藤縄 夏海 ビックK 61 小安 穂果

37 3461287 菅井 そら PCAジュニアテニスアカデミー 小安 穂果 62
38 3165311 小安 穂果 たちかわJTA 60 小安 穂果

39 bye 布谷 莉子 61
40 3652569 布谷 莉子 CSJ    
41 3461045 遠藤 優佳 西武ドームテニスコート 遠藤 優佳    

42 bye    前田 結貴

43 3165845 前田 結貴 n.csp 前田 結貴 61
44 3165856 内藤 未依 コートピア大泉テニスクラブ 60 前田 結貴

45 3165824 青木 舞帆 桜田倶楽部MTSジュニアアカデミー 青木 舞帆 63
46 3461073 吉川 陽葵 ＰＣＡジュニアテニスアカデミー 62 岡崎 凜

47 bye 岡崎 凜 61
48 3461061 岡崎 凜 パインヒルズＪＴＡ    
49 3165702 長岡 紗菜 ウイニングショット 長岡 紗菜    

50 bye    長岡 紗菜

51 3461074 逸木 玲菜 PCAジュニアテニスアカデミー 逸木 玲菜 60
52 3165932 川崎 このは TENNIS SUNRISE 60 大久保 まこ

53 3461278 麻生 菜月 リトルプリンステニスクラブ 大久保 まこ 64
54 3461070 大久保 まこ Fテニス 63 大久保 まこ

55 bye 土井 陽愛 60
56 3652554 土井 陽愛 CSJ    
57 3461046 前田 結衣 与野テニスクラブ 前田 結衣    

58 bye    前田 結衣

59 3461273 中田 香珠羽 ミズノテニススクール坂戸 中田 香珠羽 63
60 3165834 佐藤 瑠奈 フェアリーテニスフォーラム 62 山田 理莉子

61 3461248 木村 心優 グリーンテニスプラザ 辻岡 史帆 76(5)
62 3461211 辻岡 史帆 SYT月見野テニススクール 60 山田 理莉子

63 bye 山田 理莉子 62
64 3165775 山田 理莉子 ビッグＫ    
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