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所属団体 府県 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

   
1 A&F 兵庫 荒川 愛子 [1]  

   荒川 愛子 [1]
2 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝ヶ池 京都 更田 希未 6-1 6-3  

    荒川 愛子 [1]
3 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE 滋賀 吉澤 小夏  6-1 6-2

   伊東 里緒菜  
4 星田TC 大阪 伊東 里緒菜 6-2 6-0  

    荒川 愛子 [1]
5 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE 滋賀 坂元 七海  6-1 6-1

   田附 理子  
6 ｲﾇﾂﾞｶSP京都 京都 田附 理子 6-1 6-0  

    伊東 凛夏 [7]
7 ｲﾇﾂﾞｶｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 大阪 角野 玲那  6-2 6-2

   伊東 凛夏 [7]  
8 ﾁｰﾑﾎﾘｿﾞﾝ 大阪 伊東 凛夏 [7] 7-5 6-1  

    成澤 寿珠 [3]
9 吉野ﾃﾆｽ企画 京都 成澤 寿珠 [3]  3-6 6-1 6-3

   成澤 寿珠 [3]  
10 和歌山ｲﾝﾄﾞｱTC 和歌山 樽谷 依知花 6-0 6-0  

    成澤 寿珠 [3]
11 ｺﾊﾟﾝT.S 滋賀 浅尾 優衣  6-3 6-2

   芹川 香凜  
12 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ小倉 京都 芹川 香凜 6-0 6-0  

    成澤 寿珠 [3]
13 ISTA 和歌山 濱端 七聖  7-5 6-2

   大西 瑠歌  
14 A&F 兵庫 大西 瑠歌 6-0 6-1  

    五島 宇莉 [5]
15 ﾁｰﾑﾎﾘｿﾞﾝ 大阪 仲宗根 サヤ  6-0 6-1

   五島 宇莉 [5]  
16 Ai Love AII TA 香枦園 兵庫 五島 宇莉 [5] 6-3 6-3  

    小坂 莉來 [2]
17 LYNX TA奈良 奈良 藤井 小夏 [8]  6-4 6-1

   藤井 小夏 [8]  
18 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞTC学園前 奈良 長野 陽花 6-2 6-0  

    藤井 小夏 [8]
19 ﾁｰﾑﾎﾘｿﾞﾝ 大阪 巽 日菜  6-2 7-5

   巽 日菜  
20 O's 奈良 福本 乙葉 6-1 6-3  

    藤井 小夏 [8]
21 C's RACQUET CLUB 大阪 北岡 美空  6-2 6-3

   北岡 美空  
22 吉野ﾃﾆｽ企画 京都 吉野 寿桃 6-2 6-7(1) 6-3  

    北岡 美空

23 ﾁｰﾑﾎﾘｿﾞﾝ 大阪 坂井 心優  6-1 7-6(4)
   坂井 心優  

24 O's 奈良 奥谷 友結 [4] 4-6 6-1 6-3  
    小坂 莉來 [2]

25 まほろばTS 奈良 永澤 亜彩香 [6]  7-6(4) 6-1
   永澤 亜彩香 [6]  

26 Ai Love AII TA 香枦園 兵庫 立花 舞乃 6-1 6-3  
    永澤 亜彩香 [6]

27 TMD 和歌山 原田 倖愛  6-0 6-1
   蔵口 愛結  

28 ﾔﾊﾞｾ TA 滋賀 蔵口 愛結 6-2 6-0  
    小坂 莉來 [2]

29 大渡TA 京都 吉田 理世  6-3 6-1
   石田 実莉  

30 Ai Love AII TA 香枦園 兵庫 石田 実莉 3-6 6-4 7-5  順位 3-4 荒川 愛子 [1]  
    小坂 莉來 [2]  藤井 小夏 [8]

31 西宮TC 兵庫 藤田 梨央  6-1 7-5 藤井 小夏 [8] 6-4 6-1
   小坂 莉來 [2]  

32 LYNX TA奈良 奈良 小坂 莉來 [2] 6-1 6-0
  順位 5-8 伊東 凛夏 [7]  
   五島 宇莉 [5]
  五島 宇莉 [5] 6-3  
    五島 宇莉 [5]
  北岡 美空  6-4
   北岡 美空  
  永澤 亜彩香 [6] 6-4
   
  順位 7-8 伊東 凛夏 [7]  
    
  永澤 亜彩香 [6]  


