
第93回関東オープンテニス選手権大会

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

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

F04749  48 橋本総業ホールディングス 井上 明里 [1]

1 F09352  19 島津製作所 西本 恵 井上 明里 [1]

     西本 恵

2     Bye 1  井上 明里 [1]

F51023  104 早稲田大学 倉持 美穂  西本 恵

3 F10029  100 早稲田大学 大河 真由 倉持 美穂 6-1 2-6 [10-4]

F50055  151 慶應義塾大学 大村 千乃 大河 真由  

4 F52710  177 慶應義塾大学 望月 菜々子 6-1 7-5 井上 明里 [1]

F50739  218 グリーンテニスプラザ 伊藤 汐里  西本 恵

5 F10929   東京都TA 福田 詩織 伊藤 汐里 7-5 1-6 [10-8]

F50343  162 東京国際大学 萩原 花帆 福田 詩織  

6 F50474  147 東京国際大学 金井 あおい 6-4 6-1 伊藤 汐里

F50482  153 日本体育大学 森川 奈穂  福田 詩織

7 F50634  182

ダンロップインドアテニススクー

ル根岸 眞仁田 季夢 入江 真子 [8] 6-1 3-6 [10-8]

F08994  77 リコー 入江 真子 [8] 水沼 茉子  

8 F10297  92 リコー 水沼 茉子 1-6 6-3 [12-10] 井上 明里 [1]

F05887  52 テニスユニバース 守屋 友里加 [3]  西本 恵

9 F10147  53 伊予銀行 長谷川 茉美 守屋 友里加 [3] 7-5 6-2

     長谷川 茉美  

10     Bye 3  朝倉 菜月

F50557   ACE International

佐々木 成子 クリスティー

ナ  竹内 あやか

11 F50556   ACE International

佐々木 龍子 アンジェリー

ナ 朝倉 菜月 4-6 7-6(4) [10-7]

F52938  82 亜細亜大学 朝倉 菜月 竹内 あやか  

12 F11371  166 法政大学 竹内 あやか 6-0 6-0 朝倉 菜月

F50947 WC 205 VOX 吉田 麻美  竹内 あやか

13 F53482   FTS 塩澤 美幸 吉田 麻美 7-6(6) 6-7(6) [12-10]

F50325   慶應義塾大学 平野 聡美 塩澤 美幸  

14 F50167   慶應義塾大学 板垣 惠美里 w.o. 芝田 詩歩 [7]

F50293  90 亜細亜大学 伊藤 さつき  鈴木 沙也伽

15 F50520  111 日本大学 板谷 里音 芝田 詩歩 [7] w.o.

F50367  93 山梨学院大学 芝田 詩歩 [7] 鈴木 沙也伽  

16 F53538  74 山梨学院大学 鈴木 沙也伽 6-1 2-6 [11-9] 井上 明里 [1]

F50778  68 亜細亜大学 中島 美夢 [5]  西本 恵

17 F10896  80 姫路大学 岸上 歌華 中島 美夢 [5] 6-4 6-4

     岸上 歌華  

18     Bye 6  中島 美夢 [5]

F11627  186 ALWAYS TENNIS SCHOOL 原 菜月  岸上 歌華

19 F53489  192 八潮市テニス協会 山口 涼子 岡田 優 6-2 6-2

F50745  255 慶應義塾大学 岡田 優 高橋 悠  

20 F51042   慶應義塾大学 高橋 悠 7-5 6-3 尾関 彩花 [4]

F155140   亜細亜大学 安井 愛乃  長船 香菜子

21 F50587  133 亜細亜大学 矢崎 梓紗 小林 ほの香 7-6(5) 7-5

F50539  124 プロ・フリー 小林 ほの香 川岸 七菜  

22 F50730  128

リビエラ逗子マリーナテニスス

クール 川岸 七菜 6-2 3-6 [10-6] 尾関 彩花 [4]

      長船 香菜子

23     Bye 4 尾関 彩花 [4] 7-5 6-3

F11560  69 テニスユニバース 尾関 彩花 [4] 長船 香菜子  

24 F10830  78 テニスユニバース 長船 香菜子  尾関 彩花 [4]

F09757  81 プロ・フリー 古屋 美智留 [6]  長船 香菜子

25 F11015  75 プロ・フリー 森本 凪咲 古屋 美智留 [6] 6-4 7-5

F52954  120 Jet Sports Entrance 竹下 美穂 森本 凪咲  

26 F11655  123 マキシマムスポーツマインド 若林 直美 6-2 6-3 古屋 美智留 [6]

F11324  125 山梨学院大学 原口 沙絵  森本 凪咲

27 F50904   山梨学院大学 原田 真実子 原口 沙絵 6-2 6-4

F132033  200 学習院大学硬式庭球部 川原 舞 原田 真実子  

28 F50955  200 日本女子大学 市川 真衣 6-3 6-3 古屋 美智留 [6]

F11423  86 リコー 酒井 渚月子  森本 凪咲

29 F10136  98 リコー 金井 綾香 酒井 渚月子 7-5 6-4

F148787  248 東京国際大学 中山 媛日 金井 綾香  

30 F52758  121 東京国際大学 中舘 夏美 6-3 7-5 酒井 渚月子

      金井 綾香

31     Bye 2 寺見 かりん [2] 6-3 6-3

F10050  40 テニスユニバース 寺見 かりん [2] 首藤 みなみ  

32 F08684  44 スポーツクリエイト 首藤 みなみ  


