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所属団体 Round 1

1 北陸学院高 田中 茉日  [1]
2  Bye 1
3 金沢商業高 熊田 あい
4 小松高 安澤 陽菜
5 金沢伏見高 西 恵瑠萌
6 金沢高 大窪 珠心
7  Bye 15
8 野々市明倫高 山口 朋 .  [13]
9 金沢伏見高 牧 彩花  [10]

10  Bye 9
11 金沢高 池田 由佳
12 小松高 山田 紗帆
13 野々市明倫高 竹腰 真凪
14 金沢高 荒川 明日香
15  Bye 7
16 小松高 山下 里紗  [5]
17 金沢伏見高 水上 結美子  [3]
18  Bye 3
19 金沢高 木谷 優花
20 小松高 辻原 光希
21 金沢伏見高 涌田 愛夏
22 野々市明倫高 山口 菜々美
23 金沢高 越村 希望
24 北陸学院高 土橋 京華  [16]
25 野々市明倫高 野村 風花  [12]
26  Bye 11
27 北陸学院高 松井 優佳
28 金沢高 橋本 千愛
29 金沢伏見高 田中 瞳
30 小松高 石井 寛子
31  Bye 5
32 金沢高 村瀬 美悠  [7]
33 野々市明倫高 柿田 杏花  [6]
34  Bye 6
35 金沢伏見高 石黒 由那萌
36 小松高 小林 早紀
37 金沢商業高 山下 晴夏
38 金沢高 元谷 公乃
39  Bye 12
40 北陸学院高 梅田 幸世  [9]
41 金沢高 豊岡 杏葉  [14]
42  Bye 14
43 野々市明倫高 池山 岬希
44 北陸学院高 中村 心音
45 金沢高 横井 南都希
46 小松高 奥 若菜
47  Bye 4
48 金沢伏見高 森田 明日香  [4]
49 北陸学院高 松浦 未歩  [8]
50  Bye 8
51 小松高 南野 円香
52 野々市明倫高 笹川 虹架
53 野々市明倫高 高橋 麗奈
54 金沢高 番匠 ひなた
55  Bye 10
56 金沢伏見高 北野 水晶  [11]
57 野々市明倫高 村上 未実  [15]
58 金沢高 六反田 咲桜
59 金沢商業高 中川 咲樹
60 金沢伏見高 大田 悠以
61 北陸学院高 東崎 里帆
62 小松高 諸冨 聖乃
63  Bye 2
64 金沢高 山名 萌佳  [2]

Round 2

田中 茉日  [1]

山口 朋 .  [13]

牧 彩花  [10]

山下 里紗  [5]

水上 結美子  [3]

野村 風花  [12]

村瀬 美悠  [7]

柿田 杏花  [6]

梅田 幸世  [9]

豊岡 杏葉  [14]

森田 明日香  [4]

松浦 未歩  [8]

北野 水晶  [11]

山名 萌佳  [2]

Round 3 Quarterfinals Semifinals Final

# シード 選手

1 田中 茉日

2 山名 萌佳

3 水上 結美子

4 森田 明日香

5 山下 里紗

6 柿田 杏花

7 村瀬 美悠

8 松浦 未歩

9 梅田 幸世

10 牧 彩花

11 北野 水晶

12 野村 風花

13 山口 朋乃花

14 豊岡 杏葉

15 村上 未実

16 土橋 京華

# 補欠 Replacing ドロー 日時

 Last Direct Acceptance

ドロー 立会い

署名

2018年7月2日

河合　康典

紺谷　和生

日本テニス協会から指定の　「Tennis
Tournament Planner （テニストーナメントプラ
ンナー）」というソフトウェアを使用してドロー
作成しています。同一ポイントの選手のシー
ド、および、シード位置、BYEの位置などを含
むドローはすべて、このトーナメントプラン
ナーを使用して、ドロー会議にて抽選された
結果です。


