
シード順位 地域 都道府県 名　前 フリガナ 所属団体名 年齢

1 北海道 北海道 沖田　優羽 オキタ　ユウ ＳＦＣ 15

2 東北 青森 加藤　あい カトウ　アイ 青森ジュニアテニスアカデミークラブ 15

3 岩手 小井田　奏 コイダ　カナ 盛岡第一高等学校 16

4 宮城 松原　綾乃 マツバラ　アヤノ ウイ二ングショット 14

5 秋田 鎌田　愛莉 カマダ　アイリ 秋田アスレティッククラブ 13

6 山形 佐藤　夏央 サトウ　ナオ 近江テニスクラブ 15

7 福島 遠藤　春希 エンドウ　ハルキ 日大東北高等学校 16

8 関東 茨城 川村　茉那 カワムラ　マナ ＣＳＪ 14

9 栃木 保利　ちひろ ホリ　チヒロ 宇都宮サンテニスクラブ 15

10 群馬 豊田　成華 トヨダ　セイカ ミナミグリーンテニスクラブ 15

11 群馬 湯浅　里帆 ユアサ　リホ 高崎テニスクラブ 15

12 埼玉 輿石　亜佑美 コシイシ　アユミ 浦和麗明高校 15

13 埼玉 矢﨑　梓紗 ヤサキ　アズサ グリーンテニスプラザ 15

14 千葉 西郷　里奈 サイゴウ　リナ 志津テニスクラブ 15

15 千葉 長門　桃子 ナガト　モモコ ＴＴＣ 14

16 千葉 猪瀬　瑞希 イノセ　ミズキ ＴＴＣ 14

17 千葉 丸　希星 マル　キララ 松原テニスクラブ印西 14

18 千葉 進藤　万里依 シンドウ　マリエ ＴＴＣ 14

19 千葉 小林　美早紀 コバヤシ　ミサキ 志津テニスクラブ 15

20 千葉 木村　菫 キムラ　スミレ ＴＴＣ 14

21 東京 神鳥　舞 カンドリ　マイ 桜田倶楽部ＭＴＳジュニアアカデミー 14

22 東京 櫻井　雪乃 サクライ　ユキノ 昭和の森ジュニアテニススクール 16

23 東京 内島　萌夏 ウチジマ　モユカ 昭和の森ジュニアテニススクール 14

24 東京 安藤　優希 アンドウ　ユウキ ＪＩＴＣ 15

25 東京 斉藤　唯 サイトウ　ユイ Ｔｅａｍ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ 14

26 Alt 東京 松田　望愛 マツダ　ノア 昭和の森ジュニアテニススクール 15

27 神奈川 小林　ほの香 コバヤシ　ホノカ 荏原ＳＳＣ 15

28 山梨 狐塚　理子 コヅカ　リコ エストテニスクラブ 15

29 北信越 新潟 坂詰　姫野 サカツメ　ヒメノ ファーストテニスアカデミー 14

30 富山 高輪　梨奈 タカワ　リナ 南砺市ＴＡ 15

31 福井 押川　千夏 オシカワ　チナツ 仁愛女子高等学校 15

32 長野 小林　彩夕里 コバヤシ　アユリ 松商学園高等学校 16

女子出場者リスト



33 東海 岐阜 蛸井　涼華 タコイ　スズカ 帝京大学可児高等学校 16

34 静岡 吉岡　希紗 ヨシオカ　キサ 時之栖テニスクラブ 15

35 愛知 伊藤　さつき イトウ　サツキ チェリーテニスクラブ 15

36 愛知 阿部　宏美 アベ　ヒロミ 愛知啓成高等学校 15

37 三重 堤　華蓮 ツツミ　カレン 三重グリーンテニスクラブ 14

38 関西 滋賀 久保　このみ クボ　コノミ 京都外大西高等学校 15

39 京都 清水　柚華 シミズ　ユズカ 京都外大西高等学校 15

40 大阪 佃　紫帆 ツクダ　シホ ラボキッズジュニア 15

41 大阪 山口　瑞希 ヤマグチ　ミズキ 城南学園中学校 14

42 兵庫 一瀬　瑠南 イチノセ　ルナ 親和女子高等学校 15

43 兵庫 人見　麗 ヒトミ　ウララ 相生学院高等学校 15

44 奈良 中村　天音 ナカムラ　アマネ ダイヤモンドテニスクラブ学園前 15

45 和歌山 川本　茉穂 カワモト　マホ Ｋ’Ｓジュニア 14

46 中国 鳥取 春山　あすか ハルヤマ　アスカ 国立米子工業高等専門学校 16

47 島根 細木　咲良 ホソギ　サクラ 開星高等学校 16

48 岡山 横山　祥子 ヨコヤマ　ショウコ 就実高等学校 16

49 広島 酒井　凜 サカイ　リン 広陵高等学校 15

50 山口 牛尾　成美 ウシオ　ナルミ 山口サングリーンテニスクラブ 15

51 四国 徳島 薦田　さつき コモダ　サツキ 城南高等学校 15

52 香川 竹本　萌乃 タケモト　モエノ 高松北高等学校 15

53 愛媛 濱永　花季 ハマナガ　スモモ 愛媛トレセン 13

54 高知 中山　菜々子 ナカヤマ　ナナコ 土佐高等学校 15

55 九州 福岡 松本　妃那 マツモト　ヒナ 柳川高等学校 16

56 佐賀 古賀　麻尋 コガ　マヒロ 相生学院高等学校 15

57 長崎 原田　真実子 ハラダ　マミコ ＳＮＴＣ 15

58 熊本 山口　藍 ヤマグチ　アイ ＲＫＫルーデンステニスクラブ 13

59 大分 木本　海夢夏 キモト　ミユカ ラフ 13

60 宮崎 坂本　陽菜 サカモト　ハルナ 宮崎日本大学高等学校 15

61 鹿児島 富濵　祥子 トミハマ　サチコ アリムラＴＡ 15

62 沖縄 知名　真歩 チナ　マホ 首里高等学校 16

WC 愛知 永田　杏里 ナガタ　アンリ 南山高等学校女子部 15

WC 茨城 佐藤　久真莉 サトウ　ヒマリ ＣＳＪ 13

補欠１ 群馬 大橋　愛莉 オオハシ　アイリ 高崎テニスクラブ 14

補欠２ 千葉 清水　愛華 シミズ　アイカ ＳＯＬ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｃｏｌｌｅｇｅ 15

欠場 石川 河内　志保 カワチ　シホ 仁愛女子高等学校 15


