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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
F109005 O's 奥谷 梨那 [1]

1 F97536 O's 永野 芽生 奥谷 梨那 [1]
   永野 芽生

2   Bye 1  奥谷 梨那 [1]
F196356 育英西高等学校 米田 理智  永野 芽生

3 F200224 育英西高等学校 高岸 佑夏 中島 沙葵 6-0
F179198 育英西高等学校 中島 沙葵 財津 由希子  

4 F196355 育英西高等学校 財津 由希子 6-2 奥谷 梨那 [1]
    永野 芽生

5   Bye 17 橘 朝日 6-0
F140042 育英西高等学校 橘 朝日 門坂 穂花  

6 F206855 育英西高等学校 門坂 穂花  田中 瀬梨 [15]
    青黄 真生子

7   Bye 15 田中 瀬梨 [15] 7-5
F196642 奈良高等学校 田中 瀬梨 [15] 青黄 真生子  

8 F196411 奈良高等学校 青黄 真生子   
F196663 高取国際高校 石川 沙亜弥 [9]   

9 F196466 高取国際高校 西川 真佑 石川 沙亜弥 [9]  
   西川 真佑  

10   Bye 9  石川 沙亜弥 [9]
帝塚山高等学校 中瀬 令望  西川 真佑

11 F206867 帝塚山高等学校 北村 優有 中瀬 令望 6-0
   北村 優有  

12   Bye 24  河野 華怜 [6]
F206873 奈良高等学校 川村 真由  渡邊 怜友

13 F196400 奈良高等学校 谷木 愛恵 川村 真由 6-1
F196675 育英西高等学校 島本 優衣 谷木 愛恵  

14 F179199 育英西高等学校 杉山 菜月 6-3 河野 華怜 [6]
    渡邊 怜友

15   Bye 7 河野 華怜 [6] 6-1
F166616 奈良学園登美ヶ丘高等学校 河野 華怜 [6] 渡邊 怜友  

16 F108912 奈良学園登美ヶ丘高等学校 渡邊 怜友   
F140054 奈良育英高 岡本 向日葵 [4]   

17 F108922 奈良育英高 里路 未來 岡本 向日葵 [4]  
   里路 未來  

18   Bye 3  岡本 向日葵 [4]
F179203 生駒高校 原子 四葉  里路 未來

19 F139971 生駒高校 向井 唯 原子 四葉 6-0
   向井 唯  

20   Bye 29  岡本 向日葵 [4]
F196685 生駒高校 村尾 百萌  里路 未來

21 F206866 生駒高校 福井 瑠菜 三好 真由実 6-1
F196443 天理高 三好 真由実 圡佐 和恵  

22 F196433 天理高 圡佐 和恵 6-2 中川 愛玲 [13]
    関根 里奈

23   Bye 13 中川 愛玲 [13] 6-1
F196366 帝塚山高等学校 中川 愛玲 [13] 関根 里奈  

24 F140002 帝塚山高等学校 関根 里奈   
F140051 一条高校 上田 瑞稀 [10]   

25 F179143 一条高校 中村 日葵 上田 瑞稀 [10]  
   中村 日葵  

26   Bye 11  上田 瑞稀 [10]
F166649 育英西高等学校 中西 愛華  中村 日葵

27 F196664 育英西高等学校 泉 知里 古林 玲奈 6-2
F96631 西大和学園 古林 玲奈 岡 優里  

28 F206909 西大和学園 岡 優里 6-3 上田 瑞稀 [10]
F206863 磯城野高校 今村 朱里  中村 日葵

29 F166627 磯城野高校 津井田 真悠 今村 朱里 6-3
F166684 奈良南高校 吉村 歩純 津井田 真悠  

30 F196454 奈良南高校 東 亜妃 7-6(3） 大隈 美和 [7]
    辻ノ内 美咲

31   Bye 5 大隈 美和 [7] 6-1
F166645 高取国際高校 大隈 美和 [7] 辻ノ内 美咲  

32 F166646 高取国際高校 辻ノ内 美咲   
F139924 奈良学園 森嶋 茜里 [8]   

33 F179145 奈良学園 田村 浩恵 森嶋 茜里 [8]  
   田村 浩恵  

34   Bye 6  森嶋 茜里 [8]
F206856 育英西高等学校 今西 杏奈  田村 浩恵

35 F206853 育英西高等学校 近藤 咲奈 宮良 咲子 6-0
F196367 帝塚山高等学校 宮良 咲子 西山 晴香  

36 F196631 帝塚山高等学校 西山 晴香 6-4 森嶋 茜里 [8]
    田村 浩恵

37   Bye 22 御宮知 京香 6-1
F140031 一条高校 御宮知 京香 渡邊 結加  

38 F206862 一条高校 渡邊 結加  岡田 結衣 [11]
    水谷 優花

39   Bye 12 岡田 結衣 [11] 7-6(6）
F139934 奈良学園登美ヶ丘高等学校 岡田 結衣 [11] 水谷 優花  

40 F179207 奈良学園登美ヶ丘高等学校 水谷 優花   
F140016 平群TA 後谷 咲良 [16]   

41 F140079 奈良女子大学附属 荒井 あずね 後谷 咲良 [16]  
   荒井 あずね  

42   Bye 14  後谷 咲良 [16]
F206865 生駒高校 中村 ことの  荒井 あずね

43 F200227 生駒高校 畑田 希奈 中村 ことの 6-0
帝塚山高等学校 村上 華香 畑田 希奈  

44 帝塚山高等学校 松山 優芽 6-2 平松 知佳 [3]
F206858 育英西高等学校 岩﨑 更紗  新部 実咲

45 F206854 育英西高等学校 流山 友菜 本田 茉奈 6-2
F186748 生駒高校 本田 茉奈 窪 稜采  

46 F166628 生駒高校 窪 稜采 6-1 平松 知佳 [3]
    新部 実咲

47   Bye 4 平松 知佳 [3] 6-0
F108920 奈良育英高 平松 知佳 [3] 新部 実咲  

48 F108734 ダイヤモンドTC学園前 新部 実咲   
F97613 奈良育英高 中島 一那美 [5]   

49 F108924 奈良育英高 河野 夕輝 中島 一那美 [5]  
   河野 夕輝  

50   Bye 8  中島 一那美 [5]
F206910 育英西高等学校 山本 恵莉子  河野 夕輝

51 育英西高等学校 岡田 愛美 山本 恵莉子 6-0
F200228 帝塚山高等学校 倉本 袈那 岡田 愛美  

52 帝塚山高等学校 片山 理瑚 6-2 中島 一那美 [5]
    河野 夕輝

53   Bye 23 前田 百合子 6-1
F179152 一条高校 前田 百合子 石田 瑞幸  

54 F206861 一条高校 石田 瑞幸  松田 璃子 [12]
    萩永 愛深

55   Bye 10 松田 璃子 [12] 7-5
F206875 奈良高等学校 松田 璃子 [12] 萩永 愛深  

56 F179142 奈良高等学校 萩永 愛深   
F196422 奈良高等学校 乾 友希乃 [14]   

57 F109071 奈良高等学校 裏谷 結佳 乾 友希乃 [14]  
   裏谷 結佳  

58   Bye 16  乾 友希乃 [14]
F146604 帝塚山高等学校 上野 百香  裏谷 結佳

59 F206868 帝塚山高等学校 須浪 優希 上野 百香 6-4
   須浪 優希  

60   Bye 18  冨山 陽香 [2]
帝塚山高等学校 山﨑 叶愛  野中 晴陽

61 帝塚山高等学校 谷山 心音 山﨑 叶愛 6-0
F196465 奈良南高校 桐間 咲良 谷山 心音  

62 F196455 奈良南高校 池田 美杏  冨山 陽香 [2]
    野中 晴陽

63   Bye 2 冨山 陽香 [2] 6-0
F140010 奈良学園 冨山 陽香 [2] 野中 晴陽  

64 F139952 奈良学園 野中 晴陽  


