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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

F179131 MTP学園前ロイヤル 塩山 明日香 [1]

1 F166615 MTP学園前ロイヤル 江郷 咲菜 塩山 明日香 [1]

   江郷 咲菜

2   Bye 1  塩山 明日香 [1]

鹿ノ台中学校 原 明日香  江郷 咲菜

3 鹿ノ台中学校 門田 愛里 至田 琴美 ６－０

F200220 飛鳥インドアテニスクラブ 至田 琴美 辻 心美  

4 F200215 飛鳥インドアテニスクラブ 辻 心美 ６－２ 塩山 明日香 [1]

奈良教育大学附属中学校 植田 一花  江郷 咲菜

5 奈良教育大学附属中学校 荻野 あゆ 前山 瑞希 ６－０

F179132 O's 前山 瑞希 木村 瑠那  

6 F179215 O's 木村 瑠那 ６－０ 前山 瑞希

    木村 瑠那

7   Bye 7 住田 空 [6] ６－２

F179136 奈良国際テニスクラブ 住田 空 [6] 澤 ひより  

8 F179213 奈良国際テニスクラブ 澤 ひより  大河 心春 [3]

F140217 YELL Tennis Academy 大河 心春 [3]  有山 依恋

9 F140216 奈良国際テニスクラブ 有山 依恋 大河 心春 [3] 6-4

   有山 依恋  

10   Bye 3  大河 心春 [3]

奈良教育大学附属中学校 小野　明  有山 依恋

11 奈良教育大学附属中学校 楠本 莉子 小野　明 ６－０

奈良女子大学附属中等教育 古塚 愛梨 楠本 莉子  

12 奈良女子大学附属中等教育 齋藤 柚奈 ６－０ 大河 心春 [3]

奈良学園登美ヶ丘中学校 寺沢 知紗  有山 依恋

13 奈良学園登美ヶ丘中学校 水島 桜希 吉田 杏樹 ６－０

飛鳥インドアテニスクラブ 吉田 杏樹 大隈 美麗  

14 飛鳥インドアテニスクラブ 大隈 美麗 ６－２ 津村 優花 [8]

F196334 TN-21 原 芽生  藤井 春歌

15 奈良女子大学附属中等教育 田口 里花 津村 優花 [8] ６－１

F196322 西口TA 津村 優花 [8] 藤井 春歌  

16 F140218 TN-21 藤井 春歌 ６－１ 大河 心春 [3]

F196113 ダイヤモンドTC学園前 加島 優蘭 [7]  有山 依恋

17 F186736 ダイヤモンドTC学園前 高木 詩奈 加島 優蘭 [7] 6-4，6-1

   高木 詩奈  

18   Bye 6 加島 優蘭 [7]

奈良教育大学附属中学校 小池 優里香  高木 詩奈

19 奈良教育大学附属中学校 西松 知春 山﨑 のぞみ ６－０

奈良学園登美ヶ丘中学校 山﨑 のぞみ 木佐貫 心咲  

20 奈良学園登美ヶ丘中学校 木佐貫 心咲 W.O 加藤 芽衣 [4]

F200206 テニスラウンジ奈良 奥村 紗來  長野 陽花

21 F196344 まほろばテニススクール 桝谷 心結 中野 心晴 ６－２

F196158 奈良国際テニスクラブ 中野 心晴 図子 藍  

22 F196124 ダイヤモンドTC学園前 図子 藍 ６－１ 加藤 芽衣 [4]

    長野 陽花

23   Bye 4 加藤 芽衣 [4] ６－１

F140220 ダイヤモンドTC学園前 加藤 芽衣 [4] 長野 陽花  

24 F179138 ダイヤモンドTC学園前 長野 陽花  加藤 芽衣 [4]

F186734 ダイヤモンドTC学園前 中野 紗季 [5]  長野 陽花

25 F179130 ダイヤモンドTC学園前 山本 結久 中野 紗季 [5] ６－３

   山本 結久  

26   Bye 8  中野 紗季 [5]

TN-21 橋川 えりん  山本 結久

27 TN-21 角田 莉子 日潟 恭子 ６－０

奈良女子大学附属中等教育 日潟 恭子 柘植 奏恵  

28 奈良女子大学附属中等教育 柘植 奏恵 ６－４ 森塚 音羽 [2]

鹿ノ台中学校 吉川 心寧  福本 乙葉

29 鹿ノ台中学校 村西 菜奈  ６－０

F200202 YELL Tennis Academy 保科 桃果 確認中  

30 F200203 YELL Tennis Academy 濱崎 愛良  森塚 音羽 [2]

    福本 乙葉

31   Bye 2 森塚 音羽 [2] ６－０

F140202 MTP学園前ロイヤル 森塚 音羽 [2] 福本 乙葉  

32 F166609 O's 福本 乙葉  


