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St. 所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    
1  O's 奈良 小坂 莉來 [1]  

    小坂 莉來 [1]
2  ﾁｰﾑﾎﾘｿﾞﾝ 大阪 仲宗根 サヤ 6-1 6-3  

     小坂 莉來 [1]
3  ﾄｯﾌﾟﾗﾝ 兵庫 上田 莉恋  7-5 6-1

    上田 結生  
4  ｲﾇﾂﾞｶｽﾎﾟｰﾂ 大阪 上田 結生 6-3 6-3  

     荒川 愛子 [7]
5  ﾁｰﾑﾎﾘｿﾞﾝ 大阪 伊東 凛夏  6-4 6-4

    伊東 凛夏  
6  奈良TC 奈良 浅田 凜苑 6-4 6-1  

     荒川 愛子 [7]
7  TC四季 和歌山 上仁 千世  6-2 6-1

    荒川 愛子 [7]  
8  A&F 兵庫 荒川 愛子 [7] 6-0 6-2  

     荒川 愛子 [7]

9  ﾉｱTA垂水 兵庫 田﨑 菜々美 [4]  7-5 4-6 10-6

    田﨑 菜々美 [4]  
10  TEAM ADVANCE 奈良 坂口 心咲 6-1 6-1  

     田﨑 菜々美 [4]
11  MSｻｳｻﾘｰﾄ 兵庫 石田 実莉  6-0 5-7 6-2

    石田 実莉  
12  ｲﾇﾂﾞｶｽﾎﾟｰﾂ 大阪 本田 彩衣 3-6 6-4 7-6(4)  

     江馬 心美

13  TEAM VOICE TS 滋賀 藤本 菜留  6-2 6-2
    五島 宇莉  

14  ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚 兵庫 五島 宇莉 6-1 6-2  
     江馬 心美

15  ｻﾝ城陽TC 京都 江馬 心美  6-1 6-2
    江馬 心美  

16  LYNX TA 京都 島袋 華怜 [8] 6-2 6-1  

     堀川 いち乃 [2]
17  O's 奈良 奥谷 友結 [6]  8-6

    奥谷 友結 [6]  
18  ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE 滋賀 坂元 七海 6-2 6-1  

     奥谷 友結 [6]
19  ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚 兵庫 立花 舞乃  6-2 6-3

    立花 舞乃  
20  TCW岩出 和歌山 久保 志織 6-2 6-0  

     後藤 七心 [3]
21  ﾁｰﾑﾎﾘｿﾞﾝ 大阪 巽 日菜  6-1 6-0

    永澤 亜彩香  
22  まほろばTS 奈良 永澤 亜彩香 6-1 6-0  

     後藤 七心 [3]
23  ｻﾝ城陽TC 京都 吉田 理世  7-6(12) 6-1

    後藤 七心 [3]  
24  城南学園 大阪 後藤 七心 [3] 6-0 6-3  

     堀川 いち乃 [2]
25  TAｸﾚｾﾝﾄ京都 京都 成澤 寿珠 [5]  6-1 6-3

    成澤 寿珠 [5]  
26  ﾉｱTA垂水 兵庫 小谷 心結 6-1 6-1  

     成澤 寿珠 [5]
27  ISTA 和歌山 水谷 ゆうな  7-6(2) 6-1

    藤井 小夏  
28  奈良国際TC 奈良 藤井 小夏 6-2 6-0  

     堀川 いち乃 [2]
29  ARROWS T.S 滋賀 井上 紫由里  6-3 2-6 6-4

    井上 みのり  
30  ｻﾝ城陽TC 京都 井上 みのり 6-3 6-0  

     堀川 いち乃 [2]
31  ｼｰｽﾞ万博TG 大阪 渡辺 ソフィア  6-0 6-2

    堀川 いち乃 [2]  

32  西の丘ﾛｰﾝTC 京都 堀川 いち乃 [2] 6-1 6-1
     
   順位 3-4 江馬 心美  
    江馬 心美

   後藤 七心 [3] 8-6
    
   

GS 14 - 順位 5-8
St. 所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    
   順位 5-8 小坂 莉來 [1]  
    小坂 莉來 [1]

   田﨑 菜々美 [4] 6-2  
     小坂 莉來 [1]
   奥谷 友結 [6]  6-2
    成澤 寿珠 [5]  
   成澤 寿珠 [5] 6-2
    
   
   
   
   
   


