
第91回関東オープンテニス選手権大会(男子:150万円/J1-8,女子:100万円/J1-7)

女子ダブルス

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

F08994  リコー 入江 真子 [1]

1 F10297  リコー 水沼 茉子 入江 真子 [1]

    水沼 茉子

2    Bye  入江 真子 [1]

F50522  山梨学院大学 河村 美咲  水沼 茉子

3 F10069  山梨学院大学 西村 渚沙 清水 映里 6-0 5-7 [10-5]

F11507  早稲田大学 清水 映里 金井 綾香  

4 F10136  早稲田大学 金井 綾香 6-1 6-0 入江 真子 [1]

F52908  エリステニスクラブ 晝間 ゆず  水沼 茉子

5 F50837  上武大学 松井 南美 清水 梨世 7-5 6-4

F11125  山梨学院大学 清水 梨世 石野 碧  

6 F11390  山梨学院大学 石野 碧 6-4 6-1 小松 莉奈

F10571  東洋学園大学 小松 莉奈  根本 咲菜

7 F10394  東洋学園大学 根本 咲菜 小松 莉奈 6-1 6-7(1) [10-4]

F11456  慶應義塾大学 反田 茉鈴 [7] 根本 咲菜  

8 F08684  スポーツクリエイト 首藤 みなみ 7-5 7-6(3) 入江 真子 [1]

F08909  リコー 川床 芙実 [4]  水沼 茉子

9 F07815  リコー 難波 沙樹子 浅野 旬子 6-3 6-0

F52952 WC サントピアテニスパーク 浅野 旬子 石井 優希  

10 F50263  Ken'sインドアテニススクール千葉 石井 優希 6-3 6-3 緑川 由紀子

F11596  山梨学院大学 緑川 由紀子  西里 夏子

11 F50866  山梨学院大学 西里 夏子 緑川 由紀子 6-2 7-5

F11664  亜細亜大学 中沢 夏帆 西里 夏子  

12 F52938  亜細亜大学 朝倉 菜月 6-4 6-4 山本 久美子

F50893 A 東洋英和女学院大学 山本 久美子  涌井 真耶

13 F09196  ﾌﾘｰ 涌井 真耶 山本 久美子 6-4 2-6 [10-2]

F50367  あじさいインドアテニススクール 芝田 詩歩 涌井 真耶  

14   グリーンテニスプラザ 高西 佑里江 3-6 7-6(3) [10-5] 山本 久美子

F50439  西宮甲英高等学院 守口 蘭夢  涌井 真耶

15 F10999  日本大学 西野 里彩 力石 優衣 [5] 6-2 6-3

F11333  日本大学 力石 優衣 [5] 古屋 美智留  

16 F09757  プロ・フリー 古屋 美智留 w.o. 入江 真子 [1]

F03725  ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 浜中 花梨 [8]  水沼 茉子

17 F09990  プロ・フリー 長澤 由惟 フリアント エイミ 6-4 5-7 [10-3]

F50163  J･STAP フリアント エイミ 尾関 彩花  

18 F11560  テニスユニバース 尾関 彩花 6-3 6-2 原口 沙絵

F10896  姫路大学 岸上 歌華  吉冨 夢子

19 F10147  伊予銀行 長谷川 茉美 原口 沙絵 6-3 6-1

F11324  山梨学院大学 原口 沙絵 吉冨 夢子  

20 F11216  山梨学院大学 吉冨 夢子 6-7(6) 6-2 [10-7] 原口 沙絵

F50557  ACE International 佐々木 成子 クリスティーナ  吉冨 夢子

21 F50556  ACE International 佐々木 龍子 アンジェリーナ 千村 もも花 6-2 7-6(3)

F11276 A 筑波大学 千村 もも花 千村 夏実  

22 F10346  広島建設株式会社 千村 夏実 6-3 6-1 森本 凪咲 [3]

     細木 祐佳

23    Bye 森本 凪咲 [3] 6-1 6-3

F11015  PLUS LIST 森本 凪咲 [3] 細木 祐佳  

24 F11110  プロ・フリー 細木 祐佳  古川 鈴夏 [6]

F09646  茨城県競技力向上対策本部 古川 鈴夏 [6]  寺見 かりん

25 F10050  ラスタットテニスクラブ 寺見 かりん 古川 鈴夏 [6] 7-5 6-1

F50520  日本大学 板谷 里音 寺見 かりん  

26 F50657  日本大学 柿澤 明里 6-3 4-6 [10-2] 古川 鈴夏 [6]

F10397 A 日本大学 渡邉 美雪  寺見 かりん

27 F50361  日本大学 野田 凪葉 渡邉 美雪 6-1 6-3

F50210 A 吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ 竹内 菜々花 野田 凪葉  

28 F50802  吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ 藤岡 佑 6-4 6-3 古川 鈴夏 [6]

F10244  亜細亜大学 山口 真琴  寺見 かりん

29 F50415  亜細亜大学 澁澤 遥 山口 真琴 6-3 1-6 [10-6]

F50517  山梨学院大学 大嶺 真緒 澁澤 遥  

30 F10546  山梨学院大学 福井 景子 6-4 6-3 守屋 友里加 [2]

     長船 香菜子

31    Bye 守屋 友里加 [2] 6-3 7-5

F05887  テニスユニバース 守屋 友里加 [2] 長船 香菜子  

32 F10830  テニスユニバース 長船 香菜子  


