
女子ダブルス本戦
St. ランク シード選手名 所属 2回戦 準々決勝 準決勝 決勝

1 DA1 7 1 瀬間 詠里花 ピーチ・ジョン Page 1(2)
瀬間 友里加 ピーチ・ジョン

高雄 恵利加
b 手塚 玲美

2 DA1 47 9 高雄 恵利加 北日本物産 64 64
手塚 玲美 ミキハウス

井上 摩衣子
Umpire b 久松 志保

3 DA1 52 10 井上 摩衣子 テニスユニバース 06 64 76(3)
久松 志保 フリー

井上 摩衣子
a 久松 志保

4 QA 123 26 桑田 寛子 早稲田大学 63 06 61
涌井 真耶 サムライテニス

井上 摩衣子
Umpire a 久松 志保

5 QA 115 25 木下 ミサ ウィルテニスアカデミー 67(3) 76(5) 62
宮﨑 優実 ASIA PARTNERSHIP FUND

木下 ミサ
a 宮﨑 優実

6 DA1 72 15 小城 千菜美 フリー 46 64 76(4)
山外 涼月 志津テニスクラブ

加藤 茉弥
Umpire bs 前川 綾香

7 QB 223 30 小林 佳子 シーガイアテニスクラブ 75 63
吉田 沙織 リコー

加藤 茉弥
bs 前川 綾香

8 DA1 36 7 加藤 茉弥 マサスポーツシステム 62 62
前川 綾香 フリー

青山 修子
Umpire bs 井上 明里

9 DA1 14 3 青山 修子 近藤乳業 60 75
井上 明里 早稲田大学

青山 修子
as 井上 明里

10 QA 223 24 佐藤 朝子 グリーンテニスプラザ 60 60
高橋 令 テニスユニバース

青山 修子
Umpire as 井上 明里

11 DA1 73 16 菅野 知子 島津製作所 61 61
森 友香 島津製作所

菅野 知子
a 森 友香

12 WC 494 23 伊藤 夕季 ビッグＫ 64 75
大前 綾希子 学芸館高校

青山 修子
Umpire as 井上 明里

13 DA1 66 13 井上 万里 サーラスポーツ 61 26 75
大西 香 ノアインドアステージ

井上 万里
a 大西 香

14 DA2 112 19 原 由紀代 荏原ＳＳＣ 62 63
森 美紀 ＴＥＡＭ ＳＴＵＦＦ

川床 萠
Umpire bs 宮村 美紀

15 DA1 53 11 岡田上 千晶 フリー 63 46 63 決勝 優勝者

清水 咲子 マサスポーツシステム 青山 修子
川床 萠 井上 明里

bs 宮村 美紀 浜村 夏美
16 DA1 31 5 川床 萠 フリー 36 63 64 Umpire s 藤原 里華

宮村 美紀 ミヤムラテニスセンター 浜村 夏美 06 62 76(3)
藤原 里華

期日 大会会場 萩本愛里・久見香奈恵(91) 中西伊知郎 川廷尚弘
本戦11月6-14日 有明テニスの森 カットオフ ディレクター レフェリー
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17 DA1 37 8 岡 あゆみ ＪＮＳテニスアカデミー軽井沢 Page 2(2)
田中 真梨 フリー

石津 幸恵
b 井上 雅

18 DA1 80 17 石津 幸恵 土浦日本大学高校 64 46 62
井上 雅 テニスラウンジ

石津 幸恵
Umpire a 井上 雅

19 QA 267 29 加藤夕香子 明治安田生命 61 36 62
辻村 香名子 相愛大学

川崎 好美
b 東 友賀

20 QB 153 31 川崎 好美 園田学園女子大学 64 75
東 友賀 河内庭球倶楽部

浜村 夏美
Umpire bs 藤原 里華

21 WC 266 22 伊藤 絵美子 早稲田大学 62 62
岩崎 舞 早稲田大学

伊藤 絵美子
a 岩崎 舞

22 DA1 54 12 新井 麻葵 フリー 62 62
越野 由梨奈 北日本物産

浜村 夏美
Umpire bs 藤原 里華

23 DA1 67 14 伊藤 和沙 島津製作所 26 61 61
平 知子 島津製作所

浜村 夏美
bs 藤原 里華

24 DA1 20 4 浜村 夏美 フリー 62 67(2) 62
藤原 里華 北日本物産

浜村 夏美
as 藤原 里華

25 DA1 35 6 土居 美咲 ミキハウス 64 62
不田 涼子 東京レストランホールディングス

土居 美咲
as 不田 涼子

26 QA 456 27 岡本 佳奈 大阪産業大学附属高校 64 62
斎藤 絢 大阪産業大学附属高校

土居 美咲
Umpire as 不田 涼子

27 QA 140 28 重藤 真知子 専修大学 61 62
難波 沙樹子 専修大学

重藤 真知子
a 難波 沙樹子

28 DA2 112 21 磯貝 綾子 リコー 75 61
糸賀 愛 リコー

土居 美咲
Umpire as 不田 涼子

29 DA2 100 20 大竹 志歩 早稲田大学 62 63
田中 優季 早稲田大学

大竹 志歩
a 田中 優季

30 DA1 91 18 萩本 愛里 フリー 63 61
久見 香奈恵 フリー

大竹 志歩
Umpire a 田中 優季

31 QB 175 32 小沢 槙穂 ＣＳＪ 61 26 62
前澤 かおる 筑波大学

小沢 槙穂
a 前澤 かおる

32 DA1 11 2 米村 明子 島津製作所 26 63 64
米村 知子 ASIA PARTNERSHIP FUND

シードチーム
瀬間 詠里花 青山 修子 川床 萠 加藤 茉弥
瀬間 友里加 井上 明里 宮村 美紀 前川 綾香
米村 明子 浜村 夏美 土居 美咲 岡 あゆみ
米村 知子 藤原 里華 不田 涼子 田中 真梨

期日 大会会場 萩本愛里・久見香奈恵(91) 中西伊知郎 川廷尚弘
本戦11月6-14日 有明テニスの森 カットオフ ディレクター レフェリー
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