
日程 9月21日(水)　1次予選リーグ

9月22日(木)　1次予選リーグ＆2次予選リーグ

9月23日(金)　2次予選リーグ

9月24日(土)　本戦トーナメント 1R,2R

9月25日(日)　本戦トーナメント SF,F,3決

9月26日(月)　予備日

試合方法 予選リーグ：セットオールファイナル10ポイントマッチタイブレーク

本戦トーナメント：ベストオブ3タイブレークセットマッチ

※試合進行や天候等により変更する場合がございます。

会場 大宮けんぽグラウンド　第 15,16 区画テニスコート(ハードコート)

〒331-0065 埼玉県さいたま市西区二ツ宮113−1

当日連絡先 アシスタントディレクター　丹羽文太朗　080-1085-7797(ご連絡は午前8時以降からお願いいたします)

抗原検査 【選手のみ】大会初日の7時30分より、大会本部にて検査キットを配布します

(初日のみ) 会場で検査を行い、陰性を確認できた選手は受付を行ってください

健康管理システム 【選手：帯同者全員】別紙参照

選手受付 8:15～9:00　Aブロック～Hブロックの選手

8:30～9:00　Iブロック～Pブロックの選手

健康管理システムで自分のQRコードを表示した上で、抗原検査キットを持参して列にお並びください

検温をして、QRコード内容と抗原検査結果に異常がないことを確認後、リボン(毎日異なる色)をお渡しします

引率者受付 選手と一緒に受付を行ってください

毎朝、健康管理システムで自分のQRコードを表示した上で列にお並びください

検温をして、QRコード内容に異常がないことを確認後、リボン(毎日異なる色)をお渡しします

受付場所 第16区画テニスコート横　大会本部前

試合開始時間 初日のみ10時開始　それ以降は9時45分開始予定

使用ボール HEAD　TOUR

練習コート 全日程　9時00分～9時30分　コート開放（※選手同士のみ）

試合前　サービス4本

【注意事項】

・参加の皆様は別紙「新型コロナウィルス感染症対策　参加者の皆様へ」をよく読んできてください

・大会初日まで、追加の連絡事項がある場合は大会ホームページにアップしますので、定期的にご確認ください。

・必ず集合時間までに受付を行ってください。集合時間までに受付がない場合は欠場とします。

・当日雨天の場合でも、基本的に選手は集合時間までに受付を済ませてください。

　明らかな天候不順の場合、大会ホームページならびにFacebookでアナウンスする場合があります。

・欠場の場合は丹羽(080-1085-7797)までご連絡ください。

・試合進行はオーダーオブプレイにより行いますので、大会本部の指示や掲示板等には充分に注意してください。

　オーダーオブプレイは、ライブスコアサイトにてご確認ください

・写真撮影のためカメラマンがコートに入る場合があります。撮影した写真の使用権は全て主催者に帰属します。

・会場には駐車場がございます。

・大会ルール等はすべてJTA テニス競技規則に従います。

　　　　ライブスコアサイト

ドロー&インフォメーション
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田代 祐唯 村田 彩夏 近藤 さら 朝比奈 咲来 勝敗 順位

A-1 A-3 A-5

A-1 A-6 A-4

A-3 A-6 A-2

A-5 A-4 A-2

宮 祐月 藤江 憩花 押川 美月 坂梨 絢音 勝敗 順位

B-1 B-3 B-5

B-1 B-6 B-4

B-3 B-6 B-2

B-5 B-4 B-2

坂田 芽優 飯島 華音 大村 和花子 原中 音和 勝敗 順位

C-1 C-3 C-5

C-1 C-6 C-4

C-3 C-6 C-2

C-5 C-4 C-2

福井 季実香 島村 芽衣 奈良 唯花 藤田 彩未 勝敗 順位

D-1 D-3 D-5

D-1 D-6 D-4

D-3 D-6 D-2

D-5 D-4 D-2

大屋 結愛 新地 恵芽 吉田 榮結 大久保 莉子 勝敗 順位

E-1 E-3 E-5

E-1 E-6 E-4

E-3 E-6 E-2

E-5 E-4 E-2

赤羽 奏那 奥山 陽咲 後藤 桃香 寺内 慈 勝敗 順位

F-1 F-3 F-5

F-1 F-6 F-4

F-3 F-6 F-2

F-5 F-4 F-2

勝瑞 理子 森川 綾 濱田 明莉 辻 和杏 勝敗 順位

G-1 G-3 G-5

G-1 G-6 G-4

G-3 G-6 G-2

G-5 G-4 G-2

小木 麻央 山下 倭加 今井 華乃 山本 華怜 勝敗 順位

H-1 H-3 H-5

H-1 H-6 H-4

H-3 H-6 H-2

H-5 H-4 H-2

※上位２名が２次予選リーグに進出します。

濱田 明莉 桜台庭球塾

Gブロック

大久保 莉子

赤羽 奏那 ダンロップテニススクール根岸

奥山 陽咲 リアンテニスクラブ

後藤 桃香 ライジング

寺内 慈 東京都テニス協会

小木 麻央 ファミリーITS

山下 倭加 ドリームテニスクラブ

今井 華乃 京都東山テニスクラブ

山本 華怜 HIT

西尾LTC

志津テニスクラブ

T-step

Fブロック

島村 芽衣 ロランインドア

奈良 唯花 J STRUCT

大屋 結愛

Dブロック

Eブロック

藤田 彩未 ウイング

藤江 憩花 ブレスパティオテニスクラブ

押川 美月 グリーンベアーズ

Cブロック

坂梨 絢音 パブリックテニスイングランド

福井 季実香 橘テニスアカデミー

宮 祐月 Fテニス
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Aブロック

Bブロック

田代 祐唯 佐賀GTC

村田 彩夏 SFC

近藤 さら ICHIKATSU TENNIS ACADEMY

朝比奈 咲来 ATK

辻 和杏 ラ ポームテニスクリエイト

森川 綾 イヌヅカスポーツプランニング

坂田 芽優 狛江インドアジュニアATPチーム

飯島 華音 楠クラブ

大村 和花子 TOY’S Tennis Lab

原中 音和 あけぼのTC

新地 恵芽 TTC

吉田 榮結

勝瑞 理子 Team REC

Hブロック



吉田 青生 玉木 彩愛 福岡 真 川村 奈央 勝敗 順位

I-1 I-3 I-5

I-1 I-6 I-4

I-3 I-6 I-2

I-5 I-4 I-2

片岡 あおい 高島 南奈 菊地 優衣 札場 木葉 勝敗 順位

J-1 J-3 J-5

J-1 J-6 J-4

J-3 J-6 J-2

J-5 J-4 J-2

佐藤 怜 尾崎 由奈 梅田 巴花 篠崎 星那 勝敗 順位

K-1 K-3 K-5

K-1 K-6 K-4

K-3 K-6 K-2

K-5 K-4 K-2

小野沢 菜々 宮下 壱那 森 帆菜 加藤 アンジェリーナ春子 勝敗 順位

L-1 L-3 L-5

L-1 L-6 L-4

L-3 L-6 L-2

L-5 L-4 L-2

中山 ほのか 千葉 真白 鬼塚 由希子 永樂 珠莉 勝敗 順位

M-1 M-3 M-5

M-1 M-6 M-4

M-3 M-6 M-2

M-5 M-4 M-2

続木 理心 山本 咲和 園延 実桃 長谷川 良菜 勝敗 順位

N-1 N-3 N-5

N-1 N-6 N-4

N-3 N-6 N-2

N-5 N-4 N-2

篠原 絢 小黒 美佳 土橋 梨音 高村 茉莉 勝敗 順位

O-1 O-3 O-5

O-1 O-6 O-4

O-3 O-6 O-2

O-5 O-4 O-2

伊達 あおば 高津 陽菜乃 長谷川 笑里 安川 結亜 勝敗 順位

P-1 P-3 P-5

P-1 P-6 P-4

P-3 P-6 P-2

P-5 P-4 P-2

※上位２名が２次予選リーグに進出します。 ※上位２名が２次予選リーグに進出します。

FUKUI.JTT

伊達 あおば ダンロップテニススクール

高津 陽菜乃 アクロステニスアカデミー

山本 咲和 やすいそ庭球部

Nブロック

Oブロック

イヌヅカスポーツプランニング

長谷川 笑里 荒神山テニススクール

安川 結亜 ロイヤルSCテニスクラブ

JSSジャンボITS

続木 理心 TEAM YONEZAWA岐阜

永樂 珠莉

小野沢 菜々 クリエイトTA

宮下 壱那 Papillon

森 帆菜

中山 ほのか CSJ

千葉 真白 テニスゼロ浦和

Lブロック

Mブロック

与野テニスクラブ

加藤 アンジェリーナ春子 浜川小

福岡 真 伊集院Jクラブ

川村 奈央 たけなみTA

鬼塚 由希子

片岡 あおい 三重グリーンテニスクラブ

尾崎 由奈 MAT前橋テニスアカデミー

梅田 巴花 八代Jr.TC

篠崎 星那 巧庭球塾

札場 木葉 初石テニスクラブ

佐藤 怜 ラケットパルTC

高島 南奈 COSANA

菊地 優衣 鯖江ジュニア

Kブロック

吉田 青生 MAT前橋テニスアカデミー

玉木 彩愛

富士薬品セイムス ガールズカップ2022　決勝大会　１次予選リーグ
Iブロック

Jブロック

Pブロック

園延 実桃 グリーンテニスプラザ

長谷川 良菜 チェリーTC

篠原 絢 プレジールTA愛媛

小黒 美佳 ロイヤルテニスクラブ

土橋 梨音 パブリックテニス洛西

高村 茉莉 戸田市スポーツセンター


