
第90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
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

F08429  61 リコー 品田 祐希 [1]

1 F08909  49 リコー 川床 芙実 品田 祐希 [1]

     川床 芙実

2     Bye  品田 祐希 [1]

F10214 A 145 明治安田生命 松本 千広  川床 芙実
3 F10611   サムライテニス 矢野 伽南子 松本 千広 6-1 6-4

F11788   テニスTEAM240 名村 彩 矢野 伽南子  

4 F50867   聖心女子大学 野村 美由璃 w.o. 品田 祐希 [1]

F10571 A 158 東洋学園大学 小松 莉奈  川床 芙実
5 F10394  151 東洋学園大学 根本 咲菜 小松 莉奈 6-4 6-2

F11125  319 山梨学院大学 清水 梨世 根本 咲菜  

6 F11596   山梨学院大学 緑川 由紀子 w.o. 山口 芽生 [7]

      秋山 みなみ

7     Bye 山口 芽生 [7] 6-2 2-6 [12-10]

F50277  110 Fテニス 山口 芽生 [7] 秋山 みなみ  

8 F09742  85 Fテニス 秋山 みなみ  品田 祐希 [1]

F05887  64 テニスユニバース 守屋 友里加 [3]  川床 芙実

9 F11015  76 PLUS LIST 森本 凪咲 守屋 友里加 [3] 7-6(5) 6-1

     森本 凪咲  

10     Bye  守屋 友里加 [3]

F02131   サンクテニスクラブ 狩野 美智子  森本 凪咲
11 F09513  663 上武大学 竹田 沙織 吉村 暉 7-6(0) 6-1

F50292   山梨学院大学 吉村 暉 福井 景子  

12 F10546  663 山梨学院大学 福井 景子 7-5 6-2 守屋 友里加 [3]

F50557  172 ACE International

佐々木 成子 クリスティー

ナ  森本 凪咲

13 F50556  172 ACE International

佐々木 龍子 アンジェリー

ナ

佐々木 成子 クリスティー

ナ 6-2 6-2

F50840   大田原レオ 大谷 三枝

佐々木 龍子 アンジェリー

ナ  

14 F50839   KGTC 稲川 紀子 7-6(4) 6-1 浜中 花梨 [6]

      長澤 由惟

15     Bye 浜中 花梨 [6] 6-0 6-3

F03725 A 88 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ 浜中 花梨 [6] 長澤 由惟  

16 F09990  106 プロ・フリー 長澤 由惟  品田 祐希 [1]

F11110  95 チームサテライト 細木 祐佳 [8]  川床 芙実

17 F10830  111 テニスユニバース 長船 香菜子 細木 祐佳 [8] 6-3 6-2

     長船 香菜子  

18     Bye  大嶺 真緒

F50517  342 山梨学院大学 大嶺 真緒  寺見 かりん

19 F10050  50 山梨学院大学 寺見 かりん 大嶺 真緒 6-1 6-4

F50718  252 ビッグK 福重 アンディ 寺見 かりん  

20 F50717  252 ビッグK 福重 理紗 6-1 6-3 大嶺 真緒

F50837   一筆テニスクラブ 松井 南美  寺見 かりん

21 F50816   前橋女子高校 松本 ゆい 力石 優衣 6-2 6-1

F11333  120

フミヤエース市川テニスアカデ

ミー 力石 優衣 福徳 里彩  

22 F50101  146 狛江インドアジュニアATPチーム 福徳 里彩 6-1 6-3 水沼 茉子 [4]

      難波 沙樹子

23     Bye 水沼 茉子 [4] 6-4 6-1

F10297  68 リコー 水沼 茉子 [4] 難波 沙樹子  

24 F07815  84 リコー 難波 沙樹子  大嶺 真緒

F11141  74 筑波大学 森崎 可南子 [5]  寺見 かりん

25 F10519  78 筑波大学 米原 実令 森崎 可南子 [5] 1-6 6-4 [10-8]

     米原 実令  

26     Bye  森崎 可南子 [5]

F09815  133 USUI-PLYWOOD 上吉原 あい  米原 実令
27 F11584  112 荏原湘南スポーツセンター 浅野 いず美 宗 公美 7-5 6-0

F11728  116 狛江インドアジュニアATPチーム 宗 公美 宗 理美  

28 F11729  116 狛江インドアジュニアATPチーム 宗 理美 6-4 7-6(3) 森崎 可南子 [5]

F09646 A 94 筑波大学 古川 鈴夏  米原 実令
29 F11266  124 亜細亜大学 田中 文彩 古川 鈴夏 6-3 6-3

F10783  129

いせはらチャンピオンテニスカ

レッジ 小林 真理香 田中 文彩  

30 F08531  123 山の手倶楽部アーリーズ 杉原 里沙子 6-3 6-0 伊藤 絵美子 [2]

      酒井 優理子

31     Bye 伊藤 絵美子 [2] 6-3 3-6 [14-12]

F06808  82 テニスユニバース 伊藤 絵美子 [2] 酒井 優理子  

32 F06920  52 プロ・フリー 酒井 優理子  


