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Rank 所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

 (北陸学) 尾山 倭子 [1]
1 1 (北陸学) 村松 果奈 尾山 倭子 [1]

   村松 果奈
2   Bye 1  尾山 倭子 [1]

 (石高専) 紙谷 柚希  村松 果奈
3  (石高専) 鳥井 雪乃 紙谷 柚希 6-1

 (桜　丘) 南谷 彩 鳥井 雪乃  
4  (桜　丘) 遠藤 由香 6-3 尾山 倭子 [1]

 (小　松) 一居 万葉  村松 果奈
5  (小　松) 東 明日香 一居 万葉 6-0

 (金沢西) 境 美波 東 明日香  
6  (金沢西) 谷内 りりか w.o. 森川 有咲 [14]

    西尾 陽菜
7   Bye 15 森川 有咲 [14] 6-4

 (錦　丘) 森川 有咲 [14] 西尾 陽菜  
8  (錦　丘) 西尾 陽菜  尾山 倭子 [1]

 (金　沢) 中村 莉菜 [11]  村松 果奈
9  (金　沢) 村上 柚衣 中村 莉菜 [11] 6-0

   村上 柚衣  
10   Bye 9  戸田 美咲

 (伏　見) 戸田 美咲  竹田 百華
11  (伏　見) 竹田 百華 戸田 美咲 7-6(2)

 (桜　丘) 土谷 菜月 竹田 百華  
12  (桜　丘) 山川 怜子 6-4 山森 姿月 [5]

 (金　沢) 樫田 愛海  金田 侑奈
13  (金　沢) 藤井 日咲 樫田 愛海 6-1

 (桜　丘) 大乘 和奏 藤井 日咲  
14  (桜　丘) 池田 彩乃 6-0 山森 姿月 [5]

    金田 侑奈
15   Bye 7 山森 姿月 [5] 6-0

 (北陸学) 山森 姿月 [5] 金田 侑奈  
16 5 (北陸学) 金田 侑奈   

3 (北陸学) 九重 咲穂 [3]   
17  (北陸学) 宇野 りりあ 九重  咲穂 [3]

   宇野 りりあ  
18   Bye 3  九重 咲穂 [3]

 (泉　丘) 信清 真彩  宇野 りりあ
19  (泉　丘) 瀬田 彩音 本 紗佳 6-0

 (小　松) 本 紗佳 銭田 琴心  
20  (小　松) 銭田 琴心 6-1 九重 咲穂 [3]

 (金　沢) 中野 光  宇野 りりあ
21  (金　沢) 金谷 愛理 中野 光 6-1

 (桜　丘) 岡田 茉桜 金谷 愛理  
22  (桜　丘) 川尻 有希子 6-4 松下 楓 [15]

    酢谷 千子
23   Bye 13 松下 楓 [15] 6-3

 (泉　丘) 松下 楓 [15] 酢谷 千子  
24  (泉　丘) 酢谷 千子  西 比誉 [7]

 (錦　丘) 小畠 伽穂 [12]  道下 瑞乃
25  (錦　丘) 浦 彩音 小畠 伽穂 [12] 7-5

   浦 彩音  
26   Bye 11  小畠 伽穂 [12]

 (石高専) 本田 朱  浦 彩音
27  (石高専) 澤井 柚里 兵井 蘭 6-0

 (伏　見) 兵井 蘭 村本 風花  
28  (伏　見) 村本 風花 6-1 西 比誉 [7]

 (小　松) 吉川 結菜  道下 瑞乃
29  (小　松) 宮本 瑠莉 伊藤 彰花 6-0

 (桜　丘) 伊藤 彰花 岡部 桃杏  
30  (桜　丘) 岡部 桃杏 6-2 西 比誉 [7]

    道下 瑞乃
31   Bye 5 西 比誉 [7] 6-1

 (北陸学) 西 比誉 [7] 道下 瑞乃  
32 6 (北陸学) 道下 瑞乃   

8 (錦　丘) 小西 つかさ [8]   
33  (錦　丘) 橋村 汐莉 小西 つかさ [8]  

   橋村 汐莉  
34   Bye 6  小西 つかさ [8]

 (金　沢) 屋宜 優伽  橋村 汐莉
35  (金　沢) 福田 菜々美 屋宜 優伽 6-4

 (桜　丘) 中野 梨香 福田 菜々美  
36  (桜　丘) 大野 真那 6-0 三笘 菜央 [10]

 (金沢西) 四辻 怜夢  濱上 瑠那
37  (金沢西) 岡本 萌々香 四辻 怜夢 7-5

 (金　沢) 奥 友華 岡本 萌々香  
38  (金　沢) 室谷 真緒 w.o. 三笘 菜央 [10]

    濱上 瑠那
39   Bye 12 三笘 菜央 [10] 6-4

 (金　沢) 三笘 菜央 [10] 濱上 瑠那  
40 8 (金　沢) 濱上 瑠那  井關 麻央 [4]

 (泉　丘) 弥久保 碧瑚 [16]  田中 なずな
41  (泉　丘) 日下 七海 弥久保  碧瑚 [16] 6-0

   日下 七海  
42   Bye 14  弥久保 碧瑚 [16]

 (金沢西) 石黒 世莉奈  日下 七海
43  (金沢西) 舟瀬 陽菜 石黒 世莉奈 7-5

 (松　任) 中山 莉緒 舟瀬 陽菜  
44  (松　任) 山田 美月 6-1 井關 麻央 [4]

 (桜　丘) 曽原 七海  田中 なずな
45  (桜　丘) 谷川 伶奈 永島 風花 6-0

 (金沢西) 永島 風花 真沼 理沙  
46  (金沢西) 真沼 理沙 6-0 井關 麻央 [4]

    田中 なずな
47   Bye 4 井關 麻央 [4] 6-0

 (北陸学) 井關 麻央 [4] 田中 なずな  
48 3 (北陸学) 田中 なずな   

 (金　沢) 北浦 莉子 [6]   
49 6 (金　沢) 田作 澪和 北浦 莉子 [6]

   田作 澪和  
50   Bye 8  北浦 莉子 [6]

 （鵬学園） 三野 綾子  田作 澪和
51  (鵬学園) 松本 梨瑚 三野 綾子 6-0

 (金沢西) 竹田 彩乃 松本 梨瑚  
52  (金沢西) 越田 瑠々 6-4 北浦 莉子 [6]

 (金沢西) 上 くるみ  田作 澪和
53  (金沢西) 辻 桃佳 上 くるみ 6-3

 (松　任) 二口 小夜 辻 桃佳  
54  (松　任) 北山 華怜 6-3 宮本 想那 [9]

    橋本 茉林
55   Bye 10 宮本 想那 [9] 6-0

 (金沢西) 宮本 想那 [9] 橋本 茉林  
56 8 (金沢西) 橋本 茉林  亀田 菜月 [2]

 (金沢西) 舘 陽里 [13]  町田 愛理亜
57  (金沢西) 藤島 萌衣 舘 陽里 [13] 6-1

   藤島 萌衣  
58   Bye 16  河井 楓果

 (金　沢) 河井 楓果  長坂 亜美
59  (金　沢) 長坂 亜美 河井 楓果 w.o.

 (泉　丘) 田丸 晴加 長坂 亜美  
60  (泉　丘) 石塚 美寿々 6-0 亀田 菜月 [2]

 (伏　見) 宮村 夏帆  町田 愛理亜
61  (伏　見) 竹田 華菜 大屋 香乃 6-1

 (北陸学) 大屋 香乃 梅澤 瑠奈  
62  (北陸学) 梅澤 瑠奈 6-1 亀田 菜月 [2]

    町田 愛理亜
63   Bye 2 亀田 菜月 [2] 6-0

2 (泉　丘) 亀田 菜月 [2] 町田 愛理亜  
64  (泉　丘) 町田 愛理亜  

   
  


