
7月31日付ランキング使用
登録No Seed name 1R 2R 予選決勝

1 3165561 寺田 絵里花 狛江インドアジュニアATPチーム 寺田 絵里花

2 bye    増川 日菜

3 3165672 シガネール 玲奈 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 増川 日菜 61

4 3258421 増川 日菜 Y.S.C 61 増川 日菜

5 3165819 柳内 和 VIP TENNIS ACADEMY 柳内 和 76(5)

6 bye    横山 桃香

7 bye 横山 桃香 61

8 3165569 横山 桃香 コートピア大泉テニスクラブ    

9 3553604 北爪 優日 あかぎテニスクラブ 北爪 優日    

10 bye    北爪 優日

11 bye 稲垣 未来 60

12 3461242 稲垣 未来 ルネサンスふじみ野    北爪 優日

13 3165795 斉藤 志葵 ＩＨＳＭ武蔵野 斉藤 志葵 62

14 bye    増川 花菜

15 bye 増川 花菜 62

16 3258420 増川 花菜 Y.S.C    

17 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 榎本 久乃    

18 bye    土屋 海音

19 bye 土屋 海音 61

20 3460958 土屋 海音 テニスクラブ大井ファミリー    村岡 優萌

21 3165827 佐藤 裕果 Team 310Ｖ 佐藤 裕果 75

22 bye    村岡 優萌

23 bye 村岡 優萌 61

24 3461040 村岡 優萌 与野テニスクラブ    

25 3165565 Laxer 茉弥 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ Laxer 茉弥    

26 bye    Laxer 茉弥

27 bye 若月 真愛 WO

28 3460951 若月 真愛 戸田市スポーツセンター    小森 沙耶

29 3165748 土田 望鈴 Team310V 土田 望鈴 76(5)

30 bye    小森 沙耶

31 bye 小森 沙耶 63

32 3460954 小森 沙耶 赤城アカデミーさくら野火止    

33 3165572 前田 璃緒 コートピア大泉テニスクラブ 前田 璃緒

34 bye    前田 璃緒

35 bye 小林 和奏 62

36 3461063 小林 和奏 ひばりが丘新豊テニスクラブ    前田 璃緒

37 3165796 菊地 理沙子 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 菊地 理沙子 75

38 bye    鈴木 萌桃

39 bye 鈴木 萌桃 60

40 3165623 鈴木 萌桃 KITA    

41 3258375 浅見 花凜 パームインターナショナルテニスアカデミー 浅見 花凜    

42 bye    浅見 花凜

43 bye 宮沢 凛花 60

44 3461180 宮沢 凛花 蓮田グリーンテニスクラブ    浅見 花凜

45 3165311 小安 穂果 たちかわJTA 小安 穂果 63

46 bye    小安 穂果

47 bye 鈴木 文 64

48 3460790 鈴木 文 コヤマテニスアカデミー    

49 3258242 石川 葵 パームインターナショナルテニスアカデミー 石川 葵    

50 bye    石川 葵

51 bye 深川 佐保理 60

52 3165793 深川 佐保理 武蔵野ドームテニススクール    石川 葵

53 3460932 井上 杏咲 三芳ジュニアアカデミー 井上 杏咲 62

54 bye    小南 莉々

55 bye 小南 莉々 61

56 3461053 小南 莉々 与野テニスクラブ    

57 3461045 遠藤 優佳 西武ドームテニスコート 遠藤 優佳    

58 bye    遠藤 優佳

59 bye 黒木 思歩 61

60 3165755 黒木 思歩 高井戸ダイヤモンドフミヤTS    前田 結衣

61 3461046 前田 結衣 与野テニスクラブ 前田 結衣 62

62 bye    前田 結衣

63 bye トウンカラー アイシヤトウ 64

64 3165685 トウンカラー アイシヤトウ 昭和の森ジュニアテニススクール    
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【関東公認】 第3回 Miyoshiジュニアチャレンジカップ
女子シングルス 12歳以下 予選
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