
カ デ ッ ト 女 子 Ｂ ク ラ ス １ 組

(５・６コート) (７・８コート)

中村 江里 (小平第六中) 261 乙津 詩穂 (深川第七中)

大島 抄海 (尾久八幡中) 272 高橋 樹希 (鑓 水 中)

廣井 友美 (蒲 原 中) 283

山田恵利花 (昭 和 中) 小林 淳美 (日野第二中)294

堀江 美帆 (東 洋 英 和) 山田 圭華 (両 国 中) 305

関 彩花 (淑 徳 Ｓ Ｃ) 近野 瑞恵 (羽村第一中) 316

住﨑 留実 (府中第五中) 渡辺 真麻 (深川第七中) 327

坂田 莉央 (鑓 水 中) 野尻ゆりか (府中第五中) 338

石原 真奈 (瑞穂第二中) 池田 潤美 (小平第二中) 349

渡辺麻莉夏 (みなみ野中) 生井ゆりか (調布第八中) 3510

大澤今日子 (尾久八幡中) 田村明日香 (鑓 水 中) 3611

金井 佑希 (足立第一中) 鈴木まみゆ (御 堂 中) 3712

荻野 真帆 (御 堂 中) 杉本 玲子 (東 洋 英 和) 3813

秋元 咲乃 (両 国 中) 尾﨑 彩 (御 堂 中) 3914

15 日暮 綾奈 (深川第四中) 藤田 楓 (深 沢 中) 40

16 武内 景子 (蒲 原 中) 平田 瑞葉 (足立第一中) 41

17 小野 真見 (瑞穂第二中) 井草 真理 (南 大 沢 中) 42

18 清野 友紀 (日野第二中) 古谷ひかる (府中第五中) 43

高橋 佳恋 (真 光 寺 中) 小林 彩花 (両 国 中) 4419

高橋 彩香 (調布第四中) 田中 美波 (瑞穂第二中) 4520

21 秋山 晴香 (御 堂 中) 神野 春香 (深川第七中) 46

22 中島 実咲 (鑓 水 中) 相原 美咲 (日野第二中) 47

23 堀部 真澄 ( ) 西 佐和子 (鑓 水 中) 48ＴＳＩジュニア

24 池野 美紀 (府中第五中） 原田 知枝 (昭 和 中) 49

25 萩原 早紀 (小平第六中) 岩田 美樹 (府中第五中) 50



カ デ ッ ト 女 子 Ｂ ク ラ ス ２ 組

(９・１０コート) (１１・１２コート)

髙松由希菜 (府中第五中) 261 田中 成実 (小平第六中)

猪熊 えみ (淑 徳 Ｓ Ｃ) 272 佐々木春華 (蒲 原 中)

小日向理早 (瑞穂第二中) 283 原村 志穂 (御 堂 中)

中林香菜恵 (足立第一中) 小平 優愛 (御 堂 中) 294

榎本 彩花 (真 光 寺 中) 中越 美佳 (足立第一中) 305

横田ゆきの (南 大 沢 中) 鈴木 茜 (尾久八幡中) 316

田中 優香 (両 国 中) 小泉 有輝 (両 国 中) 327

高畠沙緒里 (深川第七中) 花岡 美咲 (小平第六中) 338

桑原 杏樹 (府中第五中) 橋本 里花 (調布第四中) 349

佐々木 萌 (鑓 水 中) 廣川和嘉奈 (鑓 水 中) 3510

山川まりあ (昭 和 中) 本間 友香 (調布第八中) 3611

堀江 眞美 (東 洋 英 和) 雨倉 和菜 (深川第七中) 3712

林谷 紀江 (瑞穂第二中) 地引 楓子 (蒲 原 中) 3813

江原 香菜 (深川第七中) 川辺 真央 (みなみ野中) 3914

15 吉沢 恵美 (小平第二中) 三井 春菜 (日野第二中) 40

16 菅原真奈美 (みなみ野中) 奥富 彩乃 (瑞穂第二中) 41

17 駒形ナルミ (調布第四中) 松木 夏子 (両 国 中) 42

18 市橋 夢乃 (日野第二中) 前島 りこ (真 光 寺 中) 43

星野 江里 (淑 徳 Ｓ Ｃ) 鈴木ひより (小平第六中) 4419

増田瑛美梨 (志村第三中) 大野 華歩 (御 堂 中）4520

21 渡辺 聖乃 (蒲 原 中) 西田 瑞穂 (宮 前 中) 46

22 戸川真紗美 (府中第五中) 木下加奈子 (小平第二中) 47

23 堀野 愛菜 (鑓 水 中) 眞鍋 香帆 (鑓 水 中) 48

24 粟野 優華 (瑞穂第二中) 松野 由理 (府中第五中) 49

25 庄司 桜子 ( )ＴＳＩジュニア


