
主催： 東京都

公益財団法人　東京都体育協会

一般財団法人　多摩市体育協会

主管： 多摩市硬式庭球連盟

運営： 多摩ニュータウンテニスクラブ

フリガナ フリガナ
氏名 氏名

カワノ　アヤネ 　1 シード 3～4 シード　 エガミ　ユマ

河野　文音 江上　優茉

サトウ　キヨカ タマイ　ミサキ

佐藤　聖香 玉井　美咲

タナカ　ホノカ コヤマ　ナミ

田中　歩佳 小山　奈美

ナガタ　ハナイ ナイトウ　ユイ

長田　華依 内藤　祐衣

ヒラヤマ　フウカ タカハシ　リオ

平山　楓華 髙橋　莉桜

カトウ　マナミ キムラ　ワカナ

加藤　愛望 木村　和奏

ノブタ　ハルカ スズキ　マリイ

信田　晴香 鈴木　まりい

ヨコウチ　ミユ サジ　マナカ

横内　美結 佐治　愛香

アベ　ミユウ タムラ　ミユウ

阿部　美優 田村　心優

エンドウ　サナ ムラカミ　アイ

遠藤　咲菜 村上　藍

スガワラ　リホ 　5～7 シード 5～7 シード　 コジマ　ココア

菅原　里歩 小嶋　心温

ヒラオカ　ワカバ 　5～7 シード 5～7 シード　 イトウ　ハルカ

平岡　若葉 伊藤　春佳

エグチ　コナツ コクボ　サヤ

江口　胡夏 小久保　紗矢

ドイ　ヒナ ツブキ　ユメ

土井　悠愛 津吹　優芽

ササキ　アイ イシイ　モエ

佐々木　藍 石井　萌恵

オガワ　ミナミ ミヨシ　カイリ

小川　美波 三好　かいり

オオハタ　ミコト オガワ　カナ

大畑　美琴 小川　夏奈

スズキ　ユウナ ソメヤ　サヤ

鈴木　優名 染谷　紗彩

タカシマ　レナ フルヤ　アカリ

高島　レナ 降矢　あかり

チカライシ　ナゴミ ムライ　ミリア

力石　和音 村井　美璃亜

ハツカワ　ナツキ コンドウ　ミサキ

初川　夏希 近藤　美紗喜

ツチヤ　サナ 　3～4 シード 2 シード　 ワタナベ　サクラコ

土屋　紗菜 渡辺　桜心

予選ラウンド 決勝ラウンド 予選ラウンド

24 八王子テニススクール 48 鶴牧中学校

1R 2R 3R QF SF F SF QF 3R 2R 1R

落合中学校

23 多摩中学校 47 多摩中学校
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D

14 落合中学校 38 諏訪中学校

15 青陵中学校 39 落合中学校

16 和田中学校
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13 多摩中学校 37 聖ヶ丘中学校

40 多摩中学校

17 BYE 41 BYE

18 諏訪中学校

35 多摩中学校

12 落合中学校 36 落合中学校

BYE

9 多摩中学校 33 和田中学校

C

2 落合中学校 26 聖ヶ丘中学校

3 和田中学校 27 落合中学校

4 多摩中学校 28
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1 多摩中学校 25 多摩センター

八王子テニススクール

5 聖ヶ丘中学校 29 諏訪中学校

6 諏訪中学校

2R 1R

予選R 決勝R No. 所属 No. 所属 決勝R

1R 2R 3R QF SF F SF QF 3R

2020年度（令和2年度）　多摩市硬式テニス　ジュニアシングルス大会

2020年度（令和2年度）　ジュニア育成地域推進事業

女子A　　ドロー表

8月9日 8月23日 8月9日
予選ラウンド 決勝ラウンド 予選ラウンド

大会予備日：無し
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30 多摩中学校

7 ＴＯＰインドアステージ多摩 31 落合中学校

8 BYE 32

10 聖ヶ丘中学校 34 多摩大附属聖ヶ丘中学校

11 諏訪中学校

42

19 和田中学校 43

和田中学校

聖ヶ丘中学校

20 多摩中学校 44 多摩中学校

21 聖ヶ丘中学校 45 諏訪中学校

22 落合中学校 46

8月9日 8月23日 8月9日


