
シングルス  

1R  2R  

1（3255684）   

2  Bye   

3（3162514）  

4（3257053）   

5（3161614）   

6  Bye  

7（3255973）   

8（3162990）   

9（3256135）   

10  Bye   

ll（3163539）   

12（3162954）   

13（3161704）  

14（3256140）  

15（3211519）   

16（3256434）   

17（3255710）   

18  Bye   

19（3256185）   

20（3163469）   

21（3256767）   

22（3256511）   

23（3163618）   

24（3256415）   

25（3255974）   

26  Bye  

27（3162915）  

28（3457455）   

29（3256233）   

30（3256574）   

31（3163693）   

32（3360737）  

中丸 彩羽  （弥 栄 西 高 校）  

本戦  

（J）   
′ト田切 さゆり  

崎本 麻7一   

脇山 碧衣  

（J・T・A・C）  

（ファーイーストJTA）  

（J・S T A P）  
本戦  

（β）   

池田 祐愛   

眞鍋 奏  

高西 玲奈  

（Y ・ S ・ C）  

（文教大学附属中学校）  

（P・Ⅰ・T・A）  
本戦  

（C）   
児島 愛子  

西尾 麻里   

田中 泉  

中野 睦子  

野田 拓海  

屋敷 千賀  

飯泉 早慧夏  

（J・ ’r・A・C）  

（J・Ⅰ・T・C）  

（A・J・T・A）  

（T C や よ い 台）   

（RYUテニスクラブ）   

（Y ・ S ・ C）  

（慶應湘南藤沢中等部）  

本戦  

（け）   

伊藤 由佳  

梶川 梨紗  

久保 沙紀香  

小宮 忍   

横目 海里希   

山本 紗友美  

小川 海奈  

（JS S ′1、A 相 模）  

（テニスフレンズ町田）  

（南 林 間・r C）  

（メ ガ ロ ス 横 濱）   

（町 田 ロ ー ンT C）   

（東 急 峻 山 S G）   

（P・Ⅰ・T・A）  

本戦  

（灯）   

本戦  

（L）   
石黒 信乃  

池本 背任  

石川 真奈美  

喜田 翔子   

岩崎 茜   

高橋 麻由子  

（J・T・A・C）  

（グリーンテニスプラザ）   

（開成グリーンTC）  

（日 本 大 学 高 校）  

（慶応義塾中等部）  

（きさらづアウルTC）  

－54－  

本戦  

（G）   



シングルス  

33（3255677）   

34  Bye  

35（3163390）   

36（3256674）   

37（3256770）   

38（3256845）   

39（3257161）   

40（3161884）   

41（3255937）   

42  Bye  

43（3256812）   

44（3256149）   

45（3256715）   

46（3257I13）   

47（316Ⅰ323）   

48（325仁〉523）   

49（3255895）   

50  Bye  

51（3257147）   

52（325亡i673）   

5：弓（3255R18）   

54（3257159）  

55（3256688）   

56（3256774）   

57（3256529）   

58  Bye   

59（3162443）   

60（3256543）   

61（3256780）   

62（3163263）   

63  Bye   

64（3256501）  

三木 冴恵  （荏 原 S S C）  
本戦  

．√－．   
長沼 祐里   

金子 なつき  

秋本 早紀  

関口 萌仁香   

井田 有糸己   

篠田 美里   

小池 絢子  

（TC NASこくぶんじ）  

（ラックテニスガーーデン）   

（Y ・ S ・ C）  

，（橘テニスアカデミー）  

（横 浜 平 沼 高 校）  

（慶応義塾中等部）  

（I H  S M）  

本戦  

（〝）   

本戦  

（F）   
閏間 理子  

三砂 春奈   

安達 和子  

今村 友美  

清水 佳奈子   

大迫 葵   

小川 華代  

（テニスパーク湘南）   

（JS S T A 相 模）  

（ェハ’－ク▲リーンTF横浜）  

（B E A T）  
（J・T・A・C）  

（シンズあざみ野■1、・’1、）  

（開成グリーン′rc）  

本戦  

（F）   

本戦  

（P）   
野口 ゆかり   

白川 未来   

川辺 瀬里菜   

長屋 祐希  

志澤 花苗  

道関 明奈   

大屋 美紅  

（慶應湘南藤沢中等部）  

（ラックテニスガーデン）  

（チームいしはら）  

（横 浜 平 沼高 校）  

（Y ・ S ・ C）  

（神奈中TS伊勢原）  

（P・1・T・A）  

本戦  

（工）   

清水 愛衣加  

西原 真央  

上森 裕美  

鹿島 梓  

（J・T・A・C）  

（ファミリーTS麻生）  

（荏 原 S S C）  

（J・T・A・C）  本戦  

（d）   

野中 このえ  （Y ・ S ・ C）  

－55－  


