
MUFGジュニアテニストーナメント2017
女子本戦

日付

04 - 08 4 2017
郡市区町村

名古屋市, JPN
Website
http://www.jta-tennis.or.jp

印刷済: 2017/04/08 12:57:46
所属団体 St. Round 1

1 山梨学院高等学校 新潟  坂詰 姫野 [1]
2 砺波市テニス協会 富山 長山 真凜
3 高知高等学校 高知 田所 千明
4 TTC 千葉 木村 菫
5 ISHII TENNIS ACADEMY 山梨 中込 笑愛
6 ITSベルズ 山形 石澤 真衣子
7 城南学園高等学校 大阪 山口 瑞希
8 RKKルーデンステニスクラブ 熊本  山口 藍 [13]
9 JAC Project 京都  今村 咲 [11]

10 盛岡第四高等学校 岩手 水吉 萌香
11 金沢高等学校 石川 久保 友莉佳
12 仁愛女子高等学校 福井 溝口 英蘭
13 ファンキーテニスアカデミー 秋田 鎌田 愛莉
14 グリーンベアーズ 島根 横田 七帆
15 松原テニスクラブ印西 千葉 丸 希星
16 桜田倶楽部 東京  神鳥 舞 [6]
17 グリーンテニスプラザ 埼玉  伊藤 汐里 [3]
18 team HERO 長野 小林 由奈
19 与野テニスクラブ 埼玉 星野 遥香
20 たちかわジュニアテニスアカデミー東京 池田 涼子
21 サニーTS 鳥取 河野 彩奈
22 ミナミグリーンテニスクラブ 群馬 青木 さち
23 郡山市立郡山第五中学校 福島 齋藤 瑠奈
24 Team Satellite 東京  斉藤 唯 [16]
25 ラフ 大分  木本 海夢夏 [9]
26 ウィン二ングショット 宮城 松原 綾乃
27 あじさいMTCアカデミー 千葉 早重 果波
28 Asch Tennis Academy 茨城 露久保 愛美
29 小林クラブ 岐阜 豊吉 彩乃
30 九州文化学園高等学校 長崎 本田 恵琉
31 武蔵野ドームテニススクール 東京 宮本 悠未
32 K-Nagatsuka Tennis Acad千葉  進藤 万里依 [8]
33 ambitious court 北海道 照井 妃奈 [5]
34 山口サングリーンテニスクラブ 山口 井上 愛梨
35 沖縄尚学高等学校 和歌山 平林 夏帆
36 高崎テニスクラブ 群馬 関口 裕望
37 リベロスポーツクラブ 青森 横山 琳咲
38 U.T.PあたごTC 埼玉 河野 瑞生
39 たちかわジュニアテニスアカデミー東京 毛呂 彩音
40 誉高等学校 愛知  青木 乙葉 [10]
41 沖縄尚学高等学校 沖縄  松下 菜々 [15]
42 奈良国際テニスクラブ 奈良 森岡 きらら
43 広陵高等学校 広島 酒井 凜
44 アリムラTA 鹿児島 元山 未優
45 仁愛女子高等学校 兵庫 吉田 朋夏
46 瀬戸テニスクラブ 愛知 加藤 穂乃佳
47 柳生園テニスクラブ 岡山 新見 小晴
48 相生学院高等学校 兵庫  中島 美夢 [4]
49 TTC 千葉  長門 桃子 [7]
50 木曽川ローンテニスクラブ 愛知 長谷川 愛依
51 宮崎商業高等学校 宮崎 荒武 芽菜
52 宇都宮サンテニスクラブ 栃木 佐藤 成美
53 ARROWS　T.S 滋賀 松田 秋希
54 屋島テニスクラブ 香川 喜田 若奈
55 大磯テニスアカデミー 神奈川 大川 美佐
56 ファインヒルズテニスクラブ 福岡  徳安 莉菜 [12]
57 三重GTC 三重  堤 華蓮 [14]
58 九州文化学園高等学校 徳島 枡富 あやめ
59 鳳凰高等学校 佐賀 中村 香里
60 アクトスポーツクラブ 静岡 真野 玲音
61 アートヒルテニスクラブ 千葉 石橋 彩由
62 MAT Tennis Academy 群馬 勝見 幸璃
63 愛媛トレセン 愛媛 濵永 花季
64 CSJ 茨城  川村 茉那 [2]

Round 2

 坂詰 姫野 [1]
 6-0 6-1 
木村 菫

 6-0 6-3 
中込 笑愛

 6-1 6-1 
 山口 藍 [13]
 7-6(6) 6-3 
 今村 咲 [11]
 6-4 6-2 
久保 友莉佳

 7-6(4) 6-1 
鎌田 愛莉

 7-6(1) 7-5 
 神鳥 舞 [6]
 6-1 6-7(4) 6-4 
 伊藤 汐里 [3]
 6-0 6-1 
星野 遥香

 7-6(4) 2-6 6-3 
青木 さち

 7-5 6-0 
 斉藤 唯 [16]
 6-1 6-2 
 木本 海夢夏 [9]
 6-2 6-3 
早重 果波

 6-1 6-2 
本田 恵琉

 7-5 6-2 
宮本 悠未

 6-3 6-4 
 照井 妃奈 [5]
 6-1 6-4 
関口 裕望

 7-6(1) 6-2 
河野 瑞生

 6-1 6-0 
毛呂 彩音

 6-1 7-6(5) 
 松下 菜々 [15]
 6-0 6-1 
酒井 凜

 6-1 6-2 
吉田 朋夏

 6-4 6-4 
 中島 美夢 [4]
 6-3 6-0 
 長門 桃子 [7]
 6-1 2-6 6-3 
荒武 芽菜

 6-4 6-1 
喜田 若奈

 6-1 6-2 
 徳安 莉菜 [12]
 6-3 6-3 
 堤 華蓮 [14]
 6-4 6-2 
中村 香里

 7-5 1-6 7-5 
石橋 彩由

 6-1 6-0 
 川村 茉那 [2]
 6-0 6-2 

Round 3

 坂詰 姫野 [1]
 6-1 6-1 

 山口 藍 [13]
 6-2 7-6(3) 

 今村 咲 [11]
 6-3 7-5 

 神鳥 舞 [6]
 6-0 7-6(4) 

星野 遥香
 3-6 6-4 6-2 

 斉藤 唯 [16]
 6-2 6-1 

 木本 海夢夏 [9]
 6-3 6-4 

宮本 悠未
 6-2 4-6 6-3 

 照井 妃奈 [5]
 7-5 6-1 

河野 瑞生
 6-4 7-6(7) 

酒井 凜
 2-6 6-2 6-4 

 中島 美夢 [4]
 6-2 6-2 

 長門 桃子 [7]
 6-0 6-3 

 徳安 莉菜 [12]
 6-0 7-5 

 堤 華蓮 [14]
 6-3 6-2 

 川村 茉那 [2]
 6-3 6-4 

Quarterfinals

 坂詰 姫野 [1]
 6-4 6-4 

 神鳥 舞 [6]
 7-5 7-5 

 斉藤 唯 [16]
 6-1 2-6 6-2 

 木本 海夢夏 [9]
 6-3 6-2 

 照井 妃奈 [5]
 6-3 7-6(2) 

 中島 美夢 [4]
 6-2 6-4 

 長門 桃子 [7]
 6-3 4-6 6-0 

 川村 茉那 [2]
 6-1 6-1 

Semifinals

 坂詰 姫野 [1]
 6-4 6-2 

 斉藤 唯 [16]
 6-1 6-1 

 中島 美夢 [4]
 6-2 6-3 

 川村 茉那 [2]
 6-2 3-6 6-3 

 斉藤 唯 [16]順位 3-4
 中島 美夢 [4]

Final

 坂詰 姫野 [1]
 7-6(5) 6-4 

 川村 茉那 [2]
 6-3 6-4 

 中島 美夢 [4]
 5-7 7-5 6-1 

 坂詰 姫野 [1]
 6-3 6-0 

# シード選手

1 坂詰 姫野

2 川村 茉那

3 伊藤 汐里

4 中島 美夢

5 照井 妃奈

6 神鳥 舞
7 長門 桃子

8 進藤 万里依

9 木本 海夢夏

10 青木 乙葉

11 今村 咲
12 徳安 莉菜

13 山口 藍
14 堤 華蓮

15 松下 菜々

16 斉藤 唯

# 補欠 Replacing
1 田村 まりな

2 古賀 彩花

3 宮本 真有
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 ドロー立会い
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 松野えるだ


