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

   
1 TCｺ･ｽ･ﾊﾟ三国ヶ丘 大阪 西脇 美結 [1]  

   西脇 美結 [1]
2 O's 奈良 前山 瑞希 6-1 6-0  

    西脇 美結 [1]
3 TMD 和歌山 吉村 蒼空  6-2 6-1

   坂梨 絢音  
4 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE 滋賀 坂梨 絢音 6-2 6-1  

    西脇 美結 [1]
5 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE 滋賀 木下 葉月  6-0 6-1

   木下 葉月  
6 京都東山TC 京都 今井 華乃 6-2 6-2  

    村木 めい [8]
7 teamXS 兵庫 谷口 渚  6-2 0-6 7-5

   村木 めい [8]  
8 ﾗﾎﾞｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱ 兵庫 村木 めい [8] 6-2 7-5  

    西脇 美結 [1]
9 四ﾉ宮TC 京都 衛藤 望七 [3]  6-2 6-1

   衛藤 望七 [3]  
10 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ小倉 京都 中西 愛 6-3 6-3  

    衛藤 望七 [3]
11 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS 大阪 伊達 あおば  6-1 6-0

   有山 依恋  
12 奈良国際TC 奈良 有山 依恋 6-2 6-4  

    衛藤 望七 [3]
13 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸTE 滋賀 中村 佳乃  6-2 6-3

   中村 佳乃  
14 TN21 奈良 藤井 春歌 6-2 6-0  

    佐藤 怜 [7]
15 O's 奈良 板井 杏菜  6-1 6-1

   佐藤 怜 [7]  
16 ﾗｹｯﾄﾊﾟﾙTC 兵庫 佐藤 怜 [7] 6-1 4-6 6-1  

    西脇 美結 [1]
17 INOUE TA 京都 桑原 咲奈 [6]  6-3 6-1

   桑原 咲奈 [6]  
18 ISTA 和歌山 大川 乃々華 6-0 6-2  

    川中 一花

19 TEAM VOICE TS 滋賀 細井 咲智  6-3 6-1
   川中 一花  

20 TKCｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 兵庫 川中 一花 6-1 6-1  
    川中 一花

21 TKCｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ 兵庫 西村 娃璃  6-1 6-2
   西村 娃璃  

22 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟTS 大阪 田村 奈央 6-2 7-5  
    西川 美空 [4]

23 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ洛西 京都 土橋 梨音  7-6(3) 6-4
   西川 美空 [4]  

24 ｺﾊﾟﾝT.S 滋賀 西川 美空 [4] 6-1 6-2  
    塩見 渚 [5]

25 ﾉｱTA垂水 兵庫 塩見 渚 [5]  6-4 6-3
   塩見 渚 [5]  

26 C's RACQUET CLUB 大阪 白井 香帆 6-0 6-3  
    塩見 渚 [5]

27 ﾁｰﾑﾎﾘｿﾞﾝ 大阪 小野 心美  6-0 6-3
   小野 心美  

28 TAｸﾚｾﾝﾄ 滋賀 原田 絆菜 6-1 6-1  
    塩見 渚 [5]

29 橋本かつらぎ 和歌山 中野 来美  6-1 7-5
   鈴木 桃嘉  

30 TCｺ･ｽ･ﾊﾟ神崎川 大阪 鈴木 桃嘉 7-6(7) 6-4  順位 3-4 衛藤 望七 [3]  
    鈴木 桃嘉  衛藤 望七 [3]

31 ACｲｸﾞﾅｲﾄ 兵庫 永田 紫陵  6-3 6-3 川中 一花 8-3
   永田 紫陵  

32 ISTA 和歌山 樽谷 花奈実 [2] 3-6 6-2 7-5
  順位 5-8 村木 めい [8]  
   佐藤 怜 [7]
  佐藤 怜 [7] w.o.  
    佐藤 怜 [7]
  西川 美空 [4]  6-2
   鈴木 桃嘉  
  鈴木 桃嘉 6-3
   
  順位 7-8 Bye  
   西川 美空 [4]
  西川 美空 [4]  


