
女子FEED-IN コンソレーション

東　綾香

コンソレ準決勝・決勝 山口 真琴 期間：4月10日（水）～4月13日（土）

山口 真琴86 会場 ： 名古屋市東山公園テニスセンター / 名古屋市瑞穂運動場テニスコート

山口 真琴

ﾄﾞﾛｰ      選手名 向井マリア 85 ﾄﾞﾛｰ      選手名     ５,６位決定戦

2  伊藤　萌夏 宮内 理瑚 大河 真由 34  藤岡　佑 藤岡　佑 C 東　綾香
3  宮内　理瑚 98(2) 千村もも花 大河 真由86 36  加治　成美 84 藤岡　佑 向井マリア

61 千村もも花 82 30 橋本 実結 82 D 向井マリア86
藤原 早気 臼井 沙耶

5  高橋　宇妃 米原さくら 85 37  堀井ともみ 臼井 沙耶 84
7  米原さくら 80 藤原 早気 佐々木 遥 40  臼井　沙耶 80 臼井 沙耶 向井マリア

57 藤原 早気 85 83 28 浅野いず美 98(5) 82
25 佐々木 遥 64 向井マリア

10  中村　遥華 中村 遥華 42  中村　礼 清水 映里

11  岩井　沙樹 84 中村 遥華 佐々木 遥 44  清水　映里 83 清水 映里 向井マリア

53 与四田来実 86 82 23 松尾 風香 W.O 81
山田菜津子 今村 凪沙

14  池田　月 池田　月 81 46  小野　紗奈 小野 紗奈 83
16  リュー理沙マリー 81 山田菜津子 山田菜津子 東　綾香 47  岡田　彩 84 今村 凪沙 佐野 結花 向井マリア

52 山田菜津子 84 84 84 20 今村 凪沙 84 86 83
21 竹本 琴乃 49 佐野 結花

18  中谷　彩 中谷　彩 48 東　綾香 50  大石真珠美 大石真珠美 9 岩井 真優

19  小松茉莉奈 97 中谷　彩 51  中塚　桃子 83 大石真珠美

45 大村 千乃 82 15 松本 安莉 98(0)
中谷　彩 大石真珠美

22  岡﨑　亜美 長船香菜子 84 東　綾香 54  竹之内咲紀 竹之内咲紀 97 向井マリア

24  長船香菜子 81 長船香菜子 中谷　彩 81 55  苅谷紅瑠美 85 柏倉 葉月 大石真珠美 83
43 井手梨香子 86 85 12 柏倉 葉月 85 81

13 大畑 莉奈 41 林　彩子

26  北村　桃子 内田葉土希 58  門屋　沙織 東　優花

27  内田葉土希 81 内田葉土希 中谷　彩 59  東　優花 85 上田 らむ 宮田 みほ

38 河本 鈴香 85 85 6 上田 らむ 84 82
清水 里咲 宮田 みほ

29  沈　清河 堤　陽菜 83 62  竹内あやか 竹内あやか 83
31  堤　陽菜 84 清水 里咲 清水 里咲 清水 綾乃 63  八幡まちこ 80 宮田 みほ 宮田 みほ 宮田 みほ

35 清水 里咲 83 84 80 4 宮田 みほ 83 83 86
8 中谷 琴乃 39 小池 颯紀

60 清水 綾乃 17 小堀 桃子


