
第47回島津全日本室内テニス選手権大会
女子ダブルス本戦

日程 開催地・会場 賞金総額 ツアー名称 レフェリー

京都市体育館 ¥6,000,000 小林 あおい

ｽﾃｲﾀｽ ランク シード 選手名 所属 ２回戦 準決勝 決勝 優勝

1 DA 14 1 米村 明子 島津製作所
米村 知子 Asia Partnership Fund

米村 明子
as 米村 知子

2 Q 97 14 大竹 志歩 早稲田大学 63 76(8)
田中 優季 早稲田大学

井上 摩衣子
Umpire b 高畑 寿弥

3 DA 42 5 井上 摩衣子 テニスユニバース 75 36 10-3
高畑 寿弥 相愛大学

井上 摩衣子
a 高畑 寿弥

4 Q 269 16 川崎 好美 園田学園女子大学 36 63 10-8
川床 芙実 神戸親和女子大学

伊藤 和沙
Umpire 平 知子

5 DA 37 4 高雄 恵利加 北日本物産 46 62 10-7
手塚 玲美 ミキハウス

木下 ミサ
b 宮崎 優実

6 Q 95 13 木下 ミサ TAI Tennis School 64 26 10-7
宮崎 優実 Asia Partnership Fund

伊藤 和沙
Umpire 平 知子

7 DA 75 9 伊藤 和沙 島津製作所 60 57 10-5
平 知子 島津製作所

伊藤 和沙
a 平 知子

8 DA 61 7 井上 万里 サーラスポーツ 64 63
久見 香奈恵 フリー

岡田上 千晶
Umpire 瀬間 友里加

9 DA 79 11 小城 千菜美 フリー 61 46 10-6
桑田 寛子 早稲田大学

江口 実沙
大前 綾希子

10 WC 131 12 江口 実沙 ビッグＫ 64 57 10-5
大前 綾希子 学芸館高等学校

江口 実沙
Umpire 大前 綾希子

11 Q 167 15 磯貝 綾子 リコー 62 60
福井 恵実 リコー

川床 萠
宮村 美紀

12 DA 36 3 川床 萠 TEAM STUFF 64 64
宮村 美紀 ミヤムラテニスセンター

岡田上 千晶
Umpire 瀬間 友里加

13 DA 63 8 大西 香 ノアインドアステージ 46 62 10-5
岡 あゆみ イラコ テニスカレッジ軽井沢

大西 香
あ 岡 あゆみ

14 DA 75 10 菅野 知子 島津製作所 63 61
森 友香 島津製作所

岡田上 千晶
Umpire 瀬間 友里加

15 DA 60 6 井上 明里 早稲田大学 75 64
中野 佑美 ブライトテニスセンター

岡田上 千晶
BS 瀬間 友里加

16 DA 36 2 岡田上 千晶 フリー 61 63
瀬間 友里加 ピーチ・ジョン

シードランキング # シード # ラッキールーザー ドロー日時： 3月5日 １３：１０

1 米村 明子 1 ラストイン
米村 知子 川崎・川床

１シード 2 岡田上 千晶 2 ドロー立会い選手

１４ 瀬間 友里加

４シード 3 川床 萠 3 平 知子

３７ 宮村 美紀 レフェリー署名欄

カットオフ 4 高雄 恵利加 4

79 手塚 玲美 小林 あおい 4
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