
第88回関東オープンテニス選手権大会（男：150万円 /J1‐8、女：100万 / J1‐7）

女子ダブルス
Tennis Tournament Planner - jta.tournamentsoftware.com

選手登録番号 St. 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

F07675  リコー 福井 恵実 [1]

1 F07815  リコー 難波 沙樹子 福井 恵実 [1]

    難波 沙樹子

2    Bye 1  福井 恵実 [1]

F11354  SEAHOSE 中川 麻衣  難波 沙樹子

3 F09811  SHOW.T.P 鈴木 絢子 中川 麻衣 6-1 7-5

F11294  法政大学 森 玲菜 鈴木 絢子  

4 F09656  法政大学 金城 夕貴 6-3 6-3 入江 真子 [7]

F50121  法政大学 北里 萌  前原 まりあ

5 F50126  法政大学 澤田 裕里 宗 公美 6-2 6-4

Ｆ11728 A 狛江インドアジュニアATPチーム 宗 公美 宗 理美  

6 Ｆ11729  狛江インドアジュニアATPチーム 宗 理美 6-2 6-3 入江 真子 [7]

F09874  アウリンテニスクラブ 玉野 奏海  前原 まりあ

7 F50118  ※その他 赤崎 愛理 入江 真子 [7] 6-4 6-4

F08994  専修大学 入江 真子 [7] 前原 まりあ  

8 F09227  青山学院大学 前原 まりあ 6-2 6-1 池田 玲 [6]

F11015  PLUS LIST 森本 凪咲 [4]  西本 恵

9 F03725  ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 浜中 花梨 森本 凪咲 [4] 4-6 6-4 [10-7]

F10649  法政大学 川島 知枝 浜中 花梨  

10 F09882  法政大学 青木 柚里香 1-6 7-6(3) [10-5] 下川 花

F08884  伊予銀行 藤原 悠里  金子 真理子

11 F10147  伊予銀行 長谷川 茉美 下川 花 6-4 5-7 [10-0]

Ｆ09464 A 専修大学 下川 花 金子 真理子  

12 Ｆ09169  専修大学 金子 真理子 w.o. 池田 玲 [6]

F09369  クラシマインターナショナルTA 倉島 侑里  西本 恵

13 F02819  リコー 磯貝 綾子 坂元 君佳 6-4 6-3

Ｆ08336 A 慶應義塾大学 坂元 君佳 小林 夏実  

14 Ｆ09535  慶應義塾大学 小林 夏実 6-1 6-4 池田 玲 [6]

F09159  明治安田生命 松田 望実  西本 恵

15 F10382  明治安田生命 泉水 玖瑠美 池田 玲 [6] 7-5 7-5

F10013  慶應義塾大学 池田 玲 [6] 西本 恵  

16 F09352  慶應義塾大学 西本 恵 6-1 6-1 池田 玲 [6]

F08868  亜細亜大学 伊波 佳苗 [5]  西本 恵

17 F07345  明治安田生命 鍋谷 昌栄 伊波 佳苗 [5] 6-1 6-4

F09815  アウリンテニスクラブ 上吉原 あい 鍋谷 昌栄  

18 F10687  海の中道マリーナ&テニス 菅 梨花子 6-3 6-2 伊波 佳苗 [5]

F11555  山梨学院大学 大友 結生  鍋谷 昌栄

19 F10765  山梨学院大学 野中 瑞姫 古川 鈴夏 6-3 6-4

F09646  筑波大学 古川 鈴夏 山本 理佳  

20 F09630  湘南ローンテニスクラブ 山本 理佳 6-2 6-4 安形 玲耶

F50127  法政大学 服部 美菜  藤岡 莉子

21 F11179  法政大学 清水 美伽 安形 玲耶 6-7(4) 6-1 [10-4]

F10484  慶應義塾大学 安形 玲耶 藤岡 莉子  

22 F10899  慶應義塾大学 藤岡 莉子 6-0 6-0 安形 玲耶

F05257  CSJ 小沢 槙穂  藤岡 莉子

23 F01369  フリー 菅野 知子 小沢 槙穂 7-5 7-6(4)

F08429  リコー 品田 祐希 [3] 菅野 知子  

24 F08909  リコー 川床 芙実 6-1 6-4 安形 玲耶

F07736  ルネサンス曳舟 丸田 有花 [8]  藤岡 莉子

25 F09990  テニスユニバース 長澤 由惟 中川 知聡 6-3 6-2

F09502  山梨学院大学 中川 知聡 本郷 未生  

26 F11640  山梨学院大学 本郷 未生 6-2 6-1 中川 知聡

Ｆ11329 A 荏原ＳＳＣ 伊藤 佑寧  本郷 未生

27 Ｆ10407  アウリンＴＣ 佐々木 遥 伊藤 佑寧 6-1 6-3

F09308  テニスポート波崎 大竹 加代子 佐々木 遥  

28 F04204  ATAテニスクラブ 藤森 玲子 6-1 6-0 水沼 茉子 [2]

F10214  亜細亜大学 松本 千広  江見 優生乃

29 F11497  柳川高校 足立 菊華 吉岡 舞 6-2 6-4

Ｆ50131 A キャノン 吉岡 舞 西改 由衣  

30 Ｆ06193  フリー 西改 由衣 6-2 6-2 水沼 茉子 [2]

F08725  山梨学院大学 久次米 夏海  江見 優生乃

31 F10050  山梨学院大学 寺見 かりん 水沼 茉子 [2] 6-2 6-2

F10297  法政大学 水沼 茉子 [2] 江見 優生乃  

32 F10798  法政大学 江見 優生乃 6-7(2) 7-6(3) [11-9]
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