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

    
1  A&F 兵庫 大西 瑠歌 [1]  

    大西 瑠歌 [1]
2  西宮TC 兵庫 藤田 梨央 6-3 6-4  

     大西 瑠歌 [1]
3  ﾁｰﾑﾎﾘｿﾞﾝ 大阪 中部屋 咲楽子  6-3 6-1

    中部屋 咲楽子  
4  ﾗﾎﾞｷｯｽﾞJr 兵庫 青山 琴美 2-6 6-0 6-2  

     北岡 美空 [7]
5  ｳｯﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞTC 和歌山 西風 美蘭  6-1 6-4

    谷 香凛  
6  ﾙｰｾﾝﾄJrｱｶﾃﾞﾐｰ 大阪 谷 香凛 6-1 6-1  

     北岡 美空 [7]
7  INOUE TA 京都 畑佐 翠里  6-1 7-6(3)

    北岡 美空 [7]  
8  C's RACQUET CLUB 大阪 北岡 美空 [7] 6-2 6-3  

     吉野 寿桃 [4]
9  四ﾉ宮TC 京都 吉野 寿桃 [4]  6-1 6-4

    吉野 寿桃 [4]  
10  TMD 和歌山 木下 綾巴 6-2 6-0  

     吉野 寿桃 [4]
11  ｵｰﾙﾗｳﾝﾄﾞ 大阪 尾谷 楓莉  6-1 6-1

    更田 希未  
12  ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝ヶ池 京都 更田 希未 6-7(7) 6-2 6-1  

     吉野 寿桃 [4]
13  ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE 滋賀 稲岡 柚乃  6-0 6-0

    有山 依恋  
14  奈良国際TC 奈良 有山 依恋 6-3 6-3  

     吉澤 小夏 [8]
15  ﾉｱｲﾝﾄﾞｱｽﾃｰｼﾞ宝塚 兵庫 以須野 心音  6-0 6-1

    吉澤 小夏 [8]  
16  ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE 滋賀 吉澤 小夏 [8] 6-0 6-2  

     吉野 寿桃 [4]
17  ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS 大阪 吉永 桃 [5]  8-2

    吉永 桃 [5]  
18  橋本かつらぎ 和歌山 中野 来美 6-2 6-2  

     吉永 桃 [5]
19  TC四季 和歌山 児玉 遥  6-1 6-1

    西川 美空  
20  ｺﾊﾟﾝT.S 滋賀 西川 美空 6-1 7-6(3)  

     吉永 桃 [5]
21  星田TC 大阪 伊東 里緒菜  4-6 7-5 6-1

    西脇 美結  
22  TCｺ･ｽ･ﾊﾟ三国ヶ丘 大阪 西脇 美結 6-4 6-7(2) 6-1  

     衛藤 望七 [3]
23  ｻﾝ城陽TC 京都 井上 こころ  1-6 6-3 6-1

    衛藤 望七 [3]  
24  四ﾉ宮TC 京都 衛藤 望七 [3] 6-1 6-0  

     樽谷 花奈実

25  ﾔﾊﾞｾTA 滋賀 田中 花菜 [6]  6-2 6-0
    石川 夕楓  

26  人丸TC 兵庫 石川 夕楓 6-2 6-3  
     石川 夕楓

27  ﾗﾎﾞｷｯｽﾞJr 兵庫 村木 めい  6-3 6-3
    村木 めい  

28  MTP学園前 奈良 江郷 咲菜 6-0 7-5  
     樽谷 花奈実

29  O's 奈良 福本 乙葉  6-3 6-4
    樽谷 花奈実  

30  ISTA 和歌山 樽谷 花奈実 6-1 6-3  
     樽谷 花奈実

31  TCｺ･ｽ･ﾊﾟ神崎川 大阪 藤田 こまち  7-6(5) 6-2
    藤田 こまち  

32  ﾁｰﾑYAMATO 奈良 若松 凜花 [2] 6-3 3-6 6-2
     
   順位 3-4 北岡 美空 [7]  
    北岡 美空 [7]
   吉永 桃 [5] 8-3
    
   

GS 12 - 順位 5-8
St. 所属団体 St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

    
   順位 5-8 大西 瑠歌 [1]  
    吉澤 小夏 [8]
   吉澤 小夏 [8] 6-3  
     吉澤 小夏 [8]
   衛藤 望七 [3]  6-4
    衛藤 望七 [3]  
   石川 夕楓 6-2
    
   
   
   
   
   


