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選手登録番号 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者
   

1 F166677 LYNX TA 奈良 藤井 小夏 [1]  
   藤井 小夏 [1]

2   Bye 1   
    藤井 小夏 [1]

3 F196103 奈良国際テニスクラブ 猪口 柊子  6-0
   田中 美妃  

4 F195728 ダイヤモンドTC学園前 田中 美妃 7-5  
    藤井 小夏 [1]

5 F200221 鹿ノ台中学校 髙谷 柚月  6-1
   髙谷 柚月  

6 鹿ノ台中学校 山本 奈穂 6-2  
    岡本 柚希 [14]

7 F195652 アイル.ＴＦＣ 大西 香里  6-1
   岡本 柚希 [14]  

8 F140158 YELL Tennis Academy 岡本 柚希 [14] 6-0  
    藤井 小夏 [1]

9 F140103 ダイヤモンドTC学園前 藤田 萌衣 [9]  6-0
   藤田 萌衣 [9]  

10   Bye 9   
    藤田 萌衣 [9]

11 F186767 鹿ノ台中学校 津村 凜花  6-1
   津村 凜花  

12 F195718 奈良学園登美ヶ丘中学校 外山 美陽 6-0  
    藤田 萌衣 [9]

13 鹿ノ台中学校 岸部 紀里  6-2
   高橋 知花  

14 F196520 奈良女子大学附属中等教育 高橋 知花 6-0  
    山根 あおい [7]

15   Bye 7  6-0
   山根 あおい [7]  

16 F195685 奈良学園中学校 山根 あおい [7]   
    藤井 小夏 [1]

17 F108913 西口TA 浅田 凜苑 [4]  7-6(1)
   浅田 凜苑 [4]  

18   Bye 3   
    浅田 凜苑 [4]

19 F200211 鹿ノ台中学校 田中 菜々子  6-2
   加藤 朱音  

20 F140105 ダイヤモンドTC学園前 加藤 朱音 6-0  
    木村 葉乃音 [13]

21 F200210 鹿ノ台中学校 上田 百華  6-2
   辻ノ内 理紗  

22 F195883 飛鳥インドアテニスクラブ 辻ノ内 理紗 6-1  
    木村 葉乃音 [13]

23   Bye 13  6-0
   木村 葉乃音 [13]  

24 F140172 MTP学園前ロイヤル 木村 葉乃音 [13]   
    永澤 亜彩香 [5]

25 F140101 西口TA 井村 りこ [11]  6-0
   井村 りこ [11]  

26   Bye 11   
    井村 りこ [11]

27 F195729 奈良学園登美ヶ丘中学校 野間 理紗子  6-0
   中野 悠奈  

28 F200212 ハードボールテニス 中野 悠奈 6-1  
    永澤 亜彩香 [5]

29 鹿ノ台中学校 松田 愛花  6-0
   濱﨑 璃心  

30 F196576 鹿ノ台中学校 濱﨑 璃心 6-3  
    永澤 亜彩香 [5]

31   Bye 5  6-0
   永澤 亜彩香 [5]  

32 F109128 まほろばテニススクール 永澤 亜彩香 [5]  
    

33 F166610 テニスラウンジ奈良 平田 理沙子 [8]  6-1,6-2
   平田 理沙子 [8]  

34   Bye 6   
    平田 理沙子 [8]

35 F196080 奈良学園登美ヶ丘中学校 玉西 歌輪  6-1
   澤田 果歩  

36 F195706 奈良学園中学校 澤田 果歩 W.O  
    岡田 莉奈 [12]

37 F140173 ハードボールテニス 堀田 詩織  6-4
   堀田 詩織  

38 F200207 鹿ノ台中学校 坂齊 実悠 6-0  
    岡田 莉奈 [12]

39   Bye 12  7-6(6)
   岡田 莉奈 [12]  

40 F108973 ハードボールテニス 岡田 莉奈 [12]   
    鈴木 さら [3]

41 F140162 学園前インターナショナルTC 太野垣 碧泉 [15]  6-1
   太野垣 碧泉 [15]  

42 F140155 飛鳥インドアテニスクラブ 村上 紗英 6-2  
    太野垣 碧泉 [15]

43 奈良学園登美ヶ丘中学校 朝田 結愛  6-1
  坂口 凛  

44 奈良学園登美ヶ丘中学校 坂口 凛 6-2  
    鈴木 さら [3]

45 F196586 奈良学園中学校 田中 美帆  6-4
   梅本 里美香  

46 F196345 奈良学園中学校 梅本 里美香 6-2  
    鈴木 さら [3]

47   Bye 4  6-0
   鈴木 さら [3]  

48 F140115 佐保山テニスクラブ 鈴木 さら [3]   
    奥谷 友結 [2]

49 F140132 奈良学園登美ヶ丘中学校 石田 茉干 [6]  6-1
   石田 茉干 [6]  

50   Bye 8   
    伊東 美湊

51 F140182 ユニークスタイルテニスアカデミー 上田 葉琉  6-2
   伊東 美湊  

52 F181841 YELL Tennis Academy 伊東 美湊 6-2  
    高山 知咲希 [10]

53 F195684 奈良学園中学校 川端 芽衣  6-0
   川端 芽衣  

54 F196565 鹿ノ台中学校 阪本 葵 6-0  
    高山 知咲希 [10]

55   Bye 10  6-1
   高山 知咲希 [10]  

56 F179135 O's 高山 知咲希 [10]   
    奥谷 友結 [2]

57 F195673 奈良学園中学校 長友 咲希 [16]  6-1
   中島 樹季  

58 F166479 テニスラウンジ奈良 中島 樹季 6-2  
    中島 樹季

59 F195717 奈良学園登美ヶ丘中学校 山﨑 くるみ  6-2
   山﨑 くるみ  

60 F200208 鹿ノ台中学校 中濵 咲良 6-0  
    奥谷 友結 [2]

61 F195674 奈良学園中学校 中村 天美  6-0
   中村 天美  

62 F200218 奈良女子大学附属中等教育 清家 奈愛 6-1  
    奥谷 友結 [2]

63   Bye 2  6-0
   奥谷 友結 [2]  

64 F140156 O's 奥谷 友結 [2]  

藤井 小夏 [1]


